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（１）連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期 64,018 10.4 2,555 △15.7 4,265 40.8 2,727 497.1
2020年６月期 57,960 △1.6 3,033 △22.8 3,028 △35.3 456 △84.4

（注）包括利益 2021年６月期 2,708百万円（504.8％） 2020年６月期 447百万円（△84.5％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2021年６月期 226.08 224.95 14.7 9.8 3.9

2020年６月期 37.93 37.80 2.6 8.5 5.2

（参考）持分法投資損益 2021年６月期 －百万円 2020年６月期 －百万円

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６月期 47,752 19,961 41.0 1,625.38
2020年６月期 38,422 17,493 45.3 1,444.12

（参考）自己資本 2021年６月期 19,615百万円 2020年６月期 17,406百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
2021年６月期 5,789 △5,776 4,225 14,214
2020年６月期 2,826 △4,870 5,687 9,888

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年６月期 － 55.00 － 40.00 95.00 572 125.2 3.3

2021年６月期 － 50.00 － 35.00 － 724 26.5 3.9

2022年６月期（予想） － 30.00 － 35.00 65.00 23.2

１．2021年６月期の連結業績（2020年７月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」
を算定しております。

（２）連結財政状態

（注）当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）１.直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
２.当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2021年６月期の第

２四半期以前の配当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。



（％表示は、通期は対前期、四半期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
第２四半期（累計） 37,345 8.3 2,125 △33.1 2,802 △22.2 1,747 △28.5 144.86

通期 78,037 21.8 4,798 87.7 5,500 28.9 3,376 23.7 279.85

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期 12,070,442株 2020年６月期 12,055,244株
②  期末自己株式数 2021年６月期 2,162株 2020年６月期 1,936株

③  期中平均株式数 2021年６月期 12,064,173株 2020年６月期 12,043,349株

（１）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年６月期 61,261 9.6 2,107 △31.7 3,725 19.6 2,039 124.5

2020年６月期 55,871 △0.0 3,088 △16.2 3,112 △30.3 908 △69.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭
2021年６月期 169.09 168.25
2020年６月期 75.45 75.20

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６月期 47,176 19,641 40.9 1,598.89
2020年６月期 38,567 17,841 46.0 1,473.00

（参考）自己資本 2021年６月期 19,295百万円 2020年６月期 17,754百万円

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭
第２四半期（累計） 35,614 7.0 2,580 △22.7 1,604 △24.4 132.96

通期 74,373 21.4 5,058 35.7 3,092 51.5 256.30

３．2022年６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022年６月30日）

※  注記事項
（１）期中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）：有

新規  －社  （社名）－、除外  1社  （社名）物語香港有限公司

（注）詳細は、添付資料Ｐ．14「３．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（当連結

会計年度における重要な子会社の異動）」をご覧ください。

（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）

（注）当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均
株式数」を算定しております。

（参考）個別業績の概要
１．2021年６月期の個別業績（2020年７月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」
を算定しております。

（２）個別財政状態

（注）当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

２．2022年６月期の個別業績予想（2021年７月１日～2022年６月30日）

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての
注意事項等については、添付資料P. ４「１. 経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）
　当社は、2021年８月19日（木）に機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。
　その模様及び説明内容（音声）については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ウェブサイ
トに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度においては新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う経済活動の低下によって、景気

の悪化が長期化しております。１回目の緊急事態宣言後、政府主導による「GoToキャンペーン」による景気刺激策

などによって企業収益は一時緩やかな回復基調が見受けられました。しかしながら、年明け以降の新型コロナウイ

ルス感染症の再拡大を受け、２度の緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の要請により企業や個人の経済活

動が停滞し、先行き不透明な状況が続いております。

　外食業界においては、１回目の緊急事態宣言解除後、消費者の自粛疲れの反動、農林水産省管轄の「GoToEatキャ

ンペーン」等もあり回復基調が見え始めました。しかし、これは一時的なもので、緊急事態宣言が再発出される

と、政府や各自治体からの外出自粛、営業自粛や営業時間短縮要請等によって、外食業界はかつてない極めて厳し

い経営環境が続いております。

　こうした状況下においても、当社グループはお客さまと従業員の安全を 優先に感染症対策を徹底しながら店舗

運営を行い、既存店舗の内外装改装、新メニュー開発と投入、スマートフォン向け販促アプリ等を導入し、新規顧

客の獲得と常顧客化に取り組むなど、店舗の収益改善に向けた施策を進めました。その結果、国内既存店（注）の

当連結会計年度における売上高は、直営店においては前期比0.7％増、フランチャイズ店においては3.2％減となり

ました。

　さらに、新業態開発では、引き続き『熟成醤油ラーメン　きゃべとん』『牛たん大好き 焼肉はっぴぃ』を軸とし

た新業態の育成を進めるとともに、2021年４月には『焼肉 かるびとはらみ』を開発いたしました。加えて、世代交

代と業務執行体制の一層の強化を目的とした機構改革を実施するとともに、人財の採用や教育面の強化、海外事業

の強化等、中長期的な成長の実現に向けた基盤づくりに取り組んでおります。

　店舗出店については、引き続き郊外ロードサイドにある好立地への積極的な出店を進め、国内において直営出店

39店舗、退店７店舗、フランチャイズ出店14店舗、退店６店舗、海外において出店５店舗の結果、当連結会計年度

末における当社グループ店舗数は584店舗（直営340店、フランチャイズ229店、海外15店）となりました。

　当社グループは「アジアにおける業態開発型リーディングカンパニー」を目指す中期経営計画「ビジョン2025」

を掲げております。2021年２月には、複数の上場企業へ戦略的なアドバイス提供の実績があるアドバンテッジアド

バイザーズ株式会社（本社：東京都港区　以下、アドバンテッジ社）との間で事業提携契約を締結するとともに、

アドバンテッジ社がサービスを提供するファンドに対して、転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。こ

の事業提携により、当社が今まで培ってきたノウハウに加え、当社内だけでは実現し得なかった新たな知見を得る

ことで、「アジアにおける業態開発型リーディングカンパニー」に向けてより強力に推進してまいります。

　以上の結果により、売上高は64,018,515千円（前期比10.4％増）、営業利益2,555,235千円（前期比15.7％減）、経

常利益4,265,541千円（前期比40.8％増）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は2,727,472千円

（前期比497.1％増）となりました。

　（注）国内既存店とは、2021年６月30日現在で開店から18カ月以上経過している国内の店舗を指します。

　当連結会計年度におけるセグメント別の概況については、当社グループの事業は単一セグメントでありますの

で、その概況を部門別に示すと次のとおりであります。

　前連結会計年度まで「焼肉部門」に含めておりました『熟成焼肉 肉源』は、「専門店部門」へ変更しておりま

す。前年同期比については、変更後の部門に組み替えた数値で比較しております。

①焼肉部門

　当連結会計年度中において、『焼肉きんぐ』は26店舗の出店（直営18店、フランチャイズ８店）を実施しまし

た。これにより、焼肉部門の当連結会計年度末の店舗数は269店舗（直営163店、フランチャイズ106店）となり

ました。

　以上の結果により、直営店の売上高は32,812,825千円（前期比11.3％増）となりました。

②ラーメン部門

　当連結会計年度中において、『丸源ラーメン』は14店舗の出店（直営９店、フランチャイズ５店）を実施

し、『熟成醤油ラーメン　きゃべとん』は１店舗の出店（直営１店）を実施しました。これにより、ラーメン

部門の当連結会計年度末の店舗数は176店舗（直営80店、フランチャイズ96店）となりました。

　以上の結果により、直営店の売上高は9,209,636千円（前期比9.2％増）となりました。

③お好み焼部門

　当連結会計年度中において、『お好み焼本舗』は１店舗の出店（直営１店）を実施しました。これにより、
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直営（国内） ＦＣ（国内） 海外
2021年６月末

店舗数

焼肉部門 163 106 － 269

ラーメン部門 80 96 － 176

お好み焼部門 17 10 － 27

ゆず庵部門 70 17 － 87

専門店部門 10 － － 10

その他部門 － － 15 15

合計 340 229 15 584

お好み焼部門の当連結会計年度末の店舗数は27店舗（直営17店、フランチャイズ10店）となりました。

　以上の結果により、直営店の売上高は1,746,092千円（前期比0.4％減）となりました。

④ゆず庵部門

　当連結会計年度中において、『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』は９店舗の出店（直営８店、フランチャイズ

１店）を実施しました。これにより、ゆず庵部門の当連結会計年度末の店舗数は87店舗（直営70店、フランチ

ャイズ17店）となりました。

　以上の結果により、直営店の売上高は11,563,828千円（前期比9.9％増）となりました。

⑤専門店部門

　当連結会計年度中において、新業態『牛たん大好き 焼肉はっぴぃ』は１店舗の出店（直営１店）を実施

し、新業態『焼肉 かるびとはらみ』は１店舗の出店（直営１店）を実施しました。これにより、専門店部門

の当連結会計年度末の店舗数は10店舗（直営10店）となりました。

　以上の結果により、直営店の売上高は1,397,807千円（前期比7.0％減）となりました。

⑥フランチャイズ部門

　主にフランチャイズ加盟店舗からの売上ロイヤルティ・加盟金・業務受託料等であります。当連結会計年度

中においてフランチャイズ14店舗の出店を実施しました。これにより、フランチャイズ部門の当連結会計年度

末の店舗数は229店舗となりました。

　以上の結果により、売上高は4,512,431千円（前期比7.5％増）となりました。

⑦その他部門

　主に連結子会社である「物語（上海）企業管理有限公司」による取り組みであります。当連結会計年度中に

５店舗の出店を実施しました。これにより、その他部門の当連結会計年度末の店舗数は15店舗となりました。

　以上の結果により、売上高は2,775,894千円（前期比32.6％増）となりました。

表１　「部門別店舗数の状況」

（単位：店）

（２）当期の財政状態の概況

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末と比べて5,040,566千円増加し、18,105,383千円とな

りました。これは、現金及び預金が4,326,824千円、売掛金が238,316千円増加したこと等が主な要因であります。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末と比べて4,289,808千円増加し、29,647,279千円とな

りました。これは、設備投資により有形固定資産が4,033,235千円、新規出店用地の契約により差入保証金が

201,361千円増加したこと等が主な要因であります。

（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比べて2,115,375千円増加し、15,944,787千円とな

りました。これは、設備未払金が1,489,335千円増加したこと等が主な要因であります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末と比べて4,746,590千円増加し、11,846,345千円とな

りました。これは、社債が5,852,487千円増加した一方、長期借入金が1,225,489千円減少したこと等が主な要因で

あります。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べて2,468,409千円増加し、19,961,529千円となり
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2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期 2021年６月期

自己資本比率 52.4％ 51.0％ 53.7％ 45.3％ 41.0％

時価ベースの自己資本比率 136.4％ 228.2％ 157.9％ 131.5％ 188.7％

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率
1.2年 1.0年 1.0年 4.4年 2.9年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 157.5倍 224.8倍 267.7倍 147.5倍 192.1倍

ました。これは、利益剰余金が2,184,699千円増加したこと等が主な要因であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比較し

4,326,824千円増加し14,214,915千円（前期比43.7％増）となりました。

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は5,789,207千円（前期比104.7％増）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益が3,672,523千円あったこと及び減価償却費が2,682,431千円あったこと等を反

映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は5,776,567千円（前期比18.5％増）となりました。こ

れは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出が5,500,948千円あったこと等を反映したものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、財務活動の結果獲得した資金は4,225,550千円（前期比25.7％減）となりました。こ

れは主に、短期借入金の純増加額5,500,000千円、運転資金及び設備投資のための新株予約権付社債の発行による

調達が6,110,328千円あった一方で、配当金542,010千円の支払、長期借入金の返済が6,832,721千円あったこと等

を反映したものであります。

（参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。

（４）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大による営業の自粛や営業時間の短縮な

ど、厳しい経営環境が続くものと思われます。

　このような状況の中においても、当社は『焼肉きんぐ』『丸源ラーメン』『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』の主力

ブランドを中心に引き続き積極的に出店を行うとともに、既存店舗のリニューアルと商品やサービスなどの向上を

中心とした継続的なフォーマット改善を推進してまいります。また、新業態の開発や育成にも積極的に取組み、今

後の持続的な成長の実現を支える経営基盤の強化を図るため、諸施策に取り組んでまいります。

　次期の新規出店に関しましては、焼肉部門24店舗（うちフランチャイズ５店舗）、ラーメン部門24店舗（うちフ

ランチャイズ７店舗）、ゆず庵部門６店舗、専門店部門４店舗、その他部門11店舗の計69店舗を予定しておりま

す。

　以上の状況から、通期連結業績の見通しにつきましては、売上高78,037百万円（前期比21.8％増）、営業利益

4,798百万円（前期比87.7％増）、経常利益5,500百万円（前期比28.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

3,376百万円（前期比23.7％増）を見込んでおります。
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（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、収益実績に弾力的に対応かつ安定的な配当を継続することを基本としつつ、将来の事業展開と財務体質

の強化に備えるために必要な内部留保資金の充実も念頭に置き、財政状況、収益状況及び配当性向等を総合的に勘

案して配当政策を決定することを方針としております。

　また、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配

当政策の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当は１株当たり50円（株式分割後25円相当）を実

施しました。また、期末配当は１株当たり35円（株式分割前70円相当）を予定しております。この結果、当事業年

度の連結決算による配当性向は、26.5％となる予定であります。

　次期の配当につきましても、引き続き上記方針に基づき実施する予定であり、年間配当金として１株当たり65円

（中間配当30円、期末配当35円）を予定しております。

　なお、当社は2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2021年６月期の

第２四半期以前の配当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。なお、IFRS（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の

上、適切に対応していく方針であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当連結会計年度
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,888,090 14,214,915

売掛金 1,435,940 1,674,257

商品及び製品 348,939 383,121

原材料及び貯蔵品 78,378 80,833

その他 1,313,994 1,752,855

貸倒引当金 △527 △598

流動資産合計 13,064,816 18,105,383

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,342,516 20,046,107

機械装置及び運搬具（純額） 148,866 380,561

工具、器具及び備品（純額） 1,678,248 1,705,134

土地 446,864 1,437,296

リース資産（純額） 28,217 17,857

建設仮勘定 381,118 472,109

有形固定資産合計 20,025,831 24,059,067

無形固定資産 315,812 339,652

投資その他の資産

投資有価証券 7,959 9,009

繰延税金資産 666,359 704,743

差入保証金 4,183,212 4,384,573

その他 158,295 150,232

投資その他の資産合計 5,015,826 5,248,558

固定資産合計 25,357,470 29,647,279

資産合計 38,422,287 47,752,662

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当連結会計年度
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,129,594 1,846,732

短期借入金 700,000 6,200,000

１年内返済予定の長期借入金 6,816,646 1,209,414

未払法人税等 335,558 691,574

賞与引当金 － 276,652

株主優待引当金 29,184 24,257

ポイント引当金 27,687 14,822

店舗閉鎖損失引当金 － 56,597

その他 3,790,742 5,624,737

流動負債合計 13,829,412 15,944,787

固定負債

社債 1,000,000 6,852,487

長期借入金 4,000,644 2,775,155

退職給付に係る負債 366,770 430,026

資産除去債務 510,607 552,361

その他 1,221,733 1,236,315

固定負債合計 7,099,755 11,846,345

負債合計 20,929,167 27,791,133

純資産の部

株主資本

資本金 2,727,313 2,749,484

資本剰余金 2,541,304 2,563,475

利益剰余金 12,195,194 14,379,893

自己株式 △2,494 △3,630

株主資本合計 17,461,316 19,689,223

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,669 4,607

為替換算調整勘定 △60,319 △67,837

退職給付に係る調整累計額 1,851 △10,451

その他の包括利益累計額合計 △54,797 △73,681

新株予約権 86,601 345,987

純資産合計 17,493,119 19,961,529

負債純資産合計 38,422,287 47,752,662
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(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 57,960,592 64,018,515

売上原価 19,961,438 21,906,615

売上総利益 37,999,154 42,111,900

販売費及び一般管理費

給料及び手当 15,204,461 17,036,448

賞与引当金繰入額 － 273,876

退職給付費用 70,392 66,214

賃借料 4,049,989 4,778,973

減価償却費 2,360,941 2,604,422

株主優待引当金繰入額 29,184 24,257

ポイント引当金繰入額 △16,015 △12,864

その他 13,266,611 14,785,337

販売費及び一般管理費合計 34,965,564 39,556,664

営業利益 3,033,589 2,555,235

営業外収益

受取利息及び配当金 15,727 15,341

受取賃貸料 11,709 12,753

為替差益 － 122,694

協賛金収入 21,931 22,220

助成金収入 8,010 1,591,115

その他 39,871 40,857

営業外収益合計 97,250 1,804,984

営業外費用

支払利息 19,165 30,135

支払手数料 － 15,183

社債発行費 － 9,627

為替差損 39,661 －

賃貸収入原価 9,333 9,038

その他 34,176 30,692

営業外費用合計 102,337 94,678

経常利益 3,028,501 4,265,541

特別利益

関係会社清算益 － 36,133

特別利益合計 － 36,133

特別損失

固定資産除却損 63,810 279,289

減損損失 273,135 71,840

店舗閉鎖損失 295,294 214,839

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 56,597

新型コロナウイルス感染症関連損失 1,219,344 －

その他 － 6,583

特別損失合計 1,851,583 629,150

税金等調整前当期純利益 1,176,917 3,672,523

法人税、住民税及び事業税 800,068 979,770

法人税等調整額 △76,540 △34,719

法人税等合計 723,528 945,050

当期純利益 453,389 2,727,472

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △3,375 －

親会社株主に帰属する当期純利益 456,765 2,727,472

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当期純利益 453,389 2,727,472

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 568 937

為替換算調整勘定 △10,328 △7,518

退職給付に係る調整額 4,151 △12,303

その他の包括利益合計 △5,608 △18,884

包括利益 447,780 2,708,588

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 451,229 2,708,588

非支配株主に係る包括利益 △3,448 －

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,719,616 2,584,788 12,340,480 △1,899 17,642,986

当期変動額

新株の発行（新株予約
権の行使）

7,696 7,696 15,392

新株の発行（譲渡制限
付株式報酬）

－

剰余金の配当 △602,051 △602,051

親会社株主に帰属する
当期純利益

456,765 456,765

自己株式の取得 △595 △595

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

△51,180 △51,180

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当期変動額合計 7,696 △43,484 △145,286 △595 △181,669

当期末残高 2,727,313 2,541,304 12,195,194 △2,494 17,461,316

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主持

分
純資産合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 3,101 △50,064 △2,299 △49,262 73,709 14,310 17,681,743

当期変動額

新株の発行（新株予約
権の行使）

－ 15,392

新株の発行（譲渡制限
付株式報酬）

－ －

剰余金の配当 － △602,051

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ 456,765

自己株式の取得 － △595

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

－ △51,180

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

568 △10,255 4,151 △5,535 12,891 △14,310 △6,954

当期変動額合計 568 △10,255 4,151 △5,535 12,891 △14,310 △188,623

当期末残高 3,669 △60,319 1,851 △54,797 86,601 － 17,493,119

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,727,313 2,541,304 12,195,194 △2,494 17,461,316

当期変動額

新株の発行（新株予約
権の行使）

10,011 10,011 20,023

新株の発行（譲渡制限
付株式報酬）

12,159 12,159 24,319

剰余金の配当 △542,773 △542,773

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,727,472 2,727,472

自己株式の取得 △1,135 △1,135

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

－

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当期変動額合計 22,171 22,171 2,184,699 △1,135 2,227,906

当期末残高 2,749,484 2,563,475 14,379,893 △3,630 19,689,223

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主持

分
純資産合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 3,669 △60,319 1,851 △54,797 86,601 － 17,493,119

当期変動額

新株の発行（新株予約
権の行使）

－ 20,023

新株の発行（譲渡制限
付株式報酬）

－ 24,319

剰余金の配当 － △542,773

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ 2,727,472

自己株式の取得 － △1,135

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

－ －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

937 △7,518 △12,303 △18,884 259,386 － 240,502

当期変動額合計 937 △7,518 △12,303 △18,884 259,386 － 2,468,409

当期末残高 4,607 △67,837 △10,451 △73,681 345,987 － 19,961,529

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）
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(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,176,917 3,672,523

減価償却費 2,426,400 2,682,431

減損損失 273,135 71,840

貸倒引当金の増減額（△は減少） 163 71

賞与引当金の増減額（△は減少） － 276,652

株主優待引当金の増減額（△は減少） 6,401 △4,927

ポイント引当金の増減額（△は減少） △16,015 △12,864

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 56,597

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 43,549 45,653

受取利息及び受取配当金 △15,727 △15,341

支払利息 19,165 30,135

為替差損益（△は益） 39,430 △122,774

固定資産除却損 40,724 163,872

店舗閉鎖損失 235,298 178,775

新型コロナウイルス感染症関連損失 1,219,344 －

関係会社清算損益（△は益） － △36,133

売上債権の増減額（△は増加） △305,493 △237,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,286 △34,966

その他の流動資産の増減額（△は増加） △156,675 △409,742

仕入債務の増減額（△は減少） 77,319 △291,125

未払消費税等の増減額（△は減少） 240,911 △124,491

未払費用の増減額（△は減少） △102,913 113,761

その他の負債の増減額（△は減少） △195,346 326,821

預り保証金の増減額（△は減少） 22,389 27,330

その他 36,198 67,568

小計 5,030,890 6,424,524

利息及び配当金の受取額 1,938 2,678

新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 △998,823 －

利息の支払額 △19,331 △26,371

法人税等の支払額 △1,187,707 △611,624

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,826,966 5,789,207

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 △4,411,416 △5,500,948

無形固定資産の取得による支出 △99,517 △74,275

差入保証金の差入による支出 △532,529 △433,174

差入保証金の回収による収入 181,357 227,198

その他 △8,767 4,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,870,872 △5,776,567

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（△は減少） 700,000 5,500,000

長期借入れによる収入 7,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,340,874 △6,832,721

新株予約権付社債の発行による収入 － 6,110,328

株式の発行による収入 5,254 2,436

配当金の支払額 △602,830 △542,010

非支配持分からの子会社持分取得による支出 △62,042 －

その他 △11,904 △12,482

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,687,603 4,225,550

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,716 88,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,627,981 4,326,824

現金及び現金同等物の期首残高 6,260,109 9,888,090

現金及び現金同等物の期末残高 9,888,090 14,214,915

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（当連結会計年度における重要な子会社の異動）

「物語香港有限公司」は、第１四半期連結会計期間において清算結了したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

　当社グループは、飲食店事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

　当社グループは、飲食店事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
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前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

１株当たり純資産額 1,444円12銭 1,625円38銭

１株当たり当期純利益 37円93銭 226円08銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 37円80銭 224円95銭

前連結会計年度
（2020年６月30日）

当連結会計年度
（2021年６月30日）

純資産の部の合計額（千円） 17,493,119 19,961,529

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 86,601 345,987

（うち新株予約権（千円）） （86,601） （345,987）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 17,406,518 19,615,541

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株）
12,053,308 12,068,280

前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 456,765 2,727,472

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益（千円）
456,765 2,727,472

期中平均株式数（株） 12,043,349 12,064,173

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 40,111 60,614

（うち新株予約権（株）） （40,111） （60,614）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

－ －

（１株当たり情報）

（注）１．当社は、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整

後１株当たり当期純利益を算定しております。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）３．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

（重要な後発事象）

該当する事項はありません。
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