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(百万円未満切捨て)

１．2021年６月期第２四半期の連結業績（2020年７月１日～2020年12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)

収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者

に帰属する

四半期利益

四半期包括利益

合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期第２四半期 18,480 △20.6 504 △53.9 471 △55.9 422 △30.3 427 △30.7 417 △30.6

2020年６月期第２四半期 23,266 21.0 1,095 87.5 1,069 89.6 605 172.8 617 177.2 602 169.1
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年６月期第２四半期 63.38 63.29

2020年６月期第２四半期 91.49 91.35
　　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年６月期第２四半期 11,419 1,881 1,881 16.5

2020年６月期 16,908 1,476 1,493 8.8
　　　

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６月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2021年６月期 ― 0.00

2021年６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6月期の配当予想については、現在未定であります。
　

　　



※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 2社（社名）
株式会社wundou
株式会社ギャラリーレア

　　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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
　　

（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６月期２Ｑ 6,800,100株 2020年６月期 6,798,900株

② 期末自己株式数 2021年６月期２Ｑ 47,656株 2020年６月期 47,633株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年６月期２Ｑ 6,751,760株 2020年６月期２Ｑ 6,750,967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）

　2021年６月期の連結業績予想につきましては、合理的な業績予想の算定が困難であるため記載しておりません。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第２四半期
連結会計期間

(2020年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 6,998,325 4,232,928

営業債権及びその他の債権 308,693 726,254

棚卸資産 2,639,465 1,215,228

営業投資有価証券 1,269,045 1,104,095

その他の金融資産 92,099 153,000

その他の流動資産 580,626 836,297

小計 11,888,256 8,267,805

売却目的で保有する資産 - 13,833

流動資産合計 11,888,256 8,281,639

非流動資産

有形固定資産 315,952 132,472

使用権資産 1,086,767 641,049

のれん 1,818,327 1,137,580

無形資産 454,244 339,726

その他の金融資産 1,103,442 780,090

繰延税金資産 218,918 98,853

その他の非流動資産 22,540 8,071

非流動資産合計 5,020,192 3,137,843

資産合計 16,908,449 11,419,483
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第２四半期
連結会計期間

(2020年12月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 3,060,538 1,889,734

社債及び借入金 7,614,951 4,638,413

リース負債 440,446 223,754

引当金 33,493 1,897

未払法人所得税等 407,305 450,887

その他の流動負債 253,407 204,843

流動負債合計 11,810,144 7,409,529

非流動負債

社債及び借入金 2,278,825 1,383,339

リース負債 720,654 428,143

退職給付に係る負債 41,516 39,486

繰延税金負債 122,083 41,144

その他の非流動負債 458,856 236,090

非流動負債合計 3,621,935 2,128,203

負債合計 15,432,080 9,537,733

資本

資本金 557,182 557,183

資本剰余金 492,190 492,191

利益剰余金 707,599 1,101,749

自己株式 △244,894 △245,017

その他の資本の構成要素 △18,961 △24,358

親会社の所有者に帰属する
持分合計

1,493,115 1,881,749

非支配持分 △16,746 ―

資本合計 1,476,369 1,881,749

負債及び資本合計 16,908,449 11,419,483
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)

収益 23,266,671 18,480,811

売上原価 15,976,981 15,022,233

営業総利益 7,289,689 3,458,578

販売費及び一般管理費 6,198,760 3,084,232

その他の収益 9,087 142,163

その他の費用 4,884 11,759

営業利益 1,095,132 504,750

金融収益 85 97

金融費用 25,874 33,082

税引前四半期利益 1,069,343 471,764

法人所得税費用 379,704 157,795

継続事業からの四半期利益 689,638 313,969

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） △83,880 108,067

四半期利益 605,758 422,037

以下に帰属する四半期利益

四半期利益：親会社の所有者に帰属 617,625 427,906

四半期利益：非支配持分に帰属 △11,867 △5,869

合計 605,758 422,037

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 102.15 46.50

非継続事業 △10.67 16.88

基本的１株当たり四半期利益 91.49 63.38

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 102.00 46.44

非継続事業 △10.65 16.85

希薄化後１株当たり四半期利益 91.35 63.29
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結会計期間
(自 2019年10月１日
至 2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

収益 12,185,362 10,923,786

売上原価 8,709,976 9,168,989

営業総利益 3,475,386 1,754,797

販売費及び一般管理費 2,803,075 1,531,390

その他の収益 7,591 44,031

その他の費用 4,096 2,068

営業利益 675,805 265,370

金融収益 75 75

金融費用 10,585 14,044

税引前四半期利益 665,295 251,401

法人所得税費用 203,691 91,620

継続事業からの四半期利益 461,603 159,781

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） △19,491 723

四半期利益 442,112 160,505

以下に帰属する四半期利益

四半期利益：親会社の所有者に帰属 440,680 160,505

四半期利益：非支配持分に帰属 1,431 -

合計 442,112 160,505

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 68.37 23.66

非継続事業 △3.10 0.11

基本的１株当たり四半期利益 65.27 23.77

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 68.28 23.63

非継続事業 △3.09 0.11

希薄化後１株当たり四半期利益 65.18 23.74
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要約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)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)

四半期利益 605,758 422,037

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

330 △40

純損益に振り替えられることのない項目
合計

330 △40

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △4,088 △4,354

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△4,088 △4,354

その他の包括利益合計 △3,758 △4,395

四半期包括利益 602,000 417,642

以下に帰属する四半期包括利益

四半期包括利益：親会社の所有者に帰属 613,401 423,451

四半期包括利益：非支配持分に帰属 △11,401 △5,809

四半期包括利益 602,000 417,642
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結会計期間
(自 2019年10月１日
至 2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

四半期利益 442,112 160,505

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△7,910 △14

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△7,910 △14

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 14,650 △2,276

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

14,650 △2,276

その他の包括利益合計 6,740 △2,290

四半期包括利益 448,852 158,214

以下に帰属する四半期包括利益

四半期包括利益：親会社の所有者に帰属 447,461 158,214

四半期包括利益：非支配持分に帰属 1,390 -

四半期包括利益 448,852 158,214
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間(自 2019年７月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新株予
約権

合計

2019年７月１日現在 557,180 492,188 703,056 △244,894 △11,337 △1,258 1,595 △11,000 34,274 1,530,803

四半期利益 - - 617,625 - - - - - △11,867 605,758

その他の包括利益 - - - - △4,554 330 - △4,223 465 △3,758

四半期包括利益合計 - - 617,625 - △4,554 330 - △4,223 △11,401 602,000

剰余金の配当 - - △67,500 - - - - - - △67,500

新株の発行 1 1 - - - - - - - 3

所有者との取引額合
計

1 1 △67,500 - - - - - - △67,497

2019年12月31日現在 557,182 492,190 1,253,180 △244,894 △15,891 △928 1,595 △15,224 22,872 2,065,306

　当第２四半期連結累計期間(自 2020年７月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新株予
約権

合計

2020年７月１日現在 557,182 492,190 707,599 △244,894 △19,058 △1,498 1,595 △18,961 △16,746 1,476,369

四半期利益 - - 427,906 - - - - - △5,869 422,037

その他の包括利益 - - - - △4,410 △43 - △4,454 59 △4,395

四半期包括利益合計 - - 427,906 - △4,410 △43 - △4,454 △5,809 417,642

剰余金の配当 - - △33,756 - - - - - - △33,756

新株の発行 1 1 - - - - - - - 3

自己株式の取得 - - - △122 - - - - - △122

子会社の支配喪失
に伴う変動

- - - - △1,181 238 - △942 22,556 21,613

所有者との取引額合
計

1 1 △33,756 △122 △1,181 238 - △942 22,556 △12,261

2020年12月31日現在 557,183 492,191 1,101,749 △245,017 △24,650 △1,303 1,595 △24,358 - 1,881,749
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 1,069,343 471,764

非継続事業からの税引前四半期利益（△損失） △94,659 14,085

減価償却費及び償却費 357,866 258,118

金融収益及び金融費用 57,601 43,075

営業債権及びその他の債権の増減額 1,294,470 140,397

棚卸資産の増減額 14,484 △4,467

営業投資有価証券の増減額 △353,604 164,949

営業債務及びその他の債務の増減額 △1,442,776 △1,624,838

連結子会社における不正流用損失 70,104 ―

その他 180,540 △614,757

小計 1,153,370 △1,151,670

利息及び配当金の受取額 174 119

利息の支払額 △49,003 △43,195

連結子会社における不正流用による支出額 △69,300 ―

法人所得税の還付額 66,638 27,693

法人所得税の支払額 △53,278 △9,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,048,602 △1,176,986

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 △44,009 △9,263

有形固定資産の売却による収入 4,494 ―

無形資産の取得による支出 △76,065 △3,984

敷金及び保証金の差入による支出 △8,770 △20,987

敷金及び保証金の回収による収入 51,113 17,905

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

― △566,627

その他 △6,112 57,895

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,350 △525,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 571,180 △150,004

長期借入金の返済による支出 △1,177,935 △630,833

長期借入れによる収入 350,000 80,000

社債の償還による支出 △25,000 △10,000

社債の発行による収入 100,000 ―

リース負債の返済による支出 △223,903 △193,477

配当金の支払額 △67,500 △33,756

その他 △406 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △473,565 △938,189

現金及び現金同等物の増減額 495,686 △2,640,237

現金及び現金同等物の期首残高 3,455,790 6,876,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,156 △3,593

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,962,633 4,232,928
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（５）要約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。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


