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(百万円未満切捨て)
１．2021年７月期の業績（2020年８月１日～2021年７月31日）
（１）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７月期 4,228 △10.0 △177 － 84 321.0 △160 －

2020年７月期 4,699 △10.1 27 △90.8 19 △93.5 △9 －
　

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７月期 △149.53 － △10.1 1.8 △4.2

2020年７月期 △9.13 － △0.7 0.5 0.6
(参考) 持分法投資損益 2021年７月期 －百万円 2020年７月期 －百万円

(注)当社は、2019年８月６日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行なっておりますが、前事業年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

（２）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７月期 4,227 1,480 35.0 1,381.20

2020年７月期 4,912 1,678 34.2 1,565.48
(参考) 自己資本 2021年７月期 1,480百万円 2020年７月期 1,678百万円

(注)当社は、2019年８月６日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行なっておりますが、前事業年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。

（３）キャッシュ・フローの状況

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７月期 156 △338 △556 1,132

2020年７月期 68 △382 1,535 1,871
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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７月期 － 0.00 － 35.00 35.00 37 － 2.4

2021年７月期 － 0.00 － 15.00 15.00 16 － 1.0

2022年７月期(予想) － － － － － －
　

(注) 2022年７月期の配当につきましては、現時点で業績の見通しが困難なため、未定とさせていただきます。
　

３．2022年７月期の業績予想（2021年８月１日～2022年７月31日）
　

2022年７月期の業績予想につきましては、現時点では合理的な算出が困難な状況にあるため、未定とさせていただ
き、算出が可能になった段階で速やかに公表させていただきます。

　　



※ 注記事項
（１）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
　

（２）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７月期 1,072,200 株 2020年７月期 1,072,200 株

② 期末自己株式数 2021年７月期 62 株 2020年７月期 62 株

③ 期中平均株式数 2021年７月期 1,072,138 株 2020年７月期 986,070 株

(注)当社は、2019年８月６日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行なっております。前事業年度の期首に

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。

※ 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あたっての

注意事項等については、添付資料３ページ「１.経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

（決算説明会資料の入手方法について）

当社は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、決算説明会の開催を中止とし、動画配信に変更いたしまし

た。動画につきましては、使用する決算説明会資料とともに、後日当社ホームページ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

当事業年度（2020年８月１日から2021年７月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が世

界規模で拡大する中、国内の消費活動も冷え込み、景気は依然として足踏み状態が続きました。政府によるＧｏＴ

ｏキャンペーン事業などの需要喚起策や中国を始めとする海外経済の回復もあり、一時持ち直しの動きが見られた

ものの、2021年１月以降は再三にわたり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が発令されるなど、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に関しては、未だに収束が見通せないことから依然として不透明な状況で推移しており

ます。

外食業界におきましては、緊急事態宣言等の発出に伴い政府及び各自治体から外出自粛や営業時間短縮等の要請

がなされ、外食需要は大幅に落ち込むなど、引き続き厳しい状態が続いております。また、テイクアウトやデリバ

リーの需要が増加している中、同業者が多数参入しており、競争激化も懸念され、今後も予断を許さない状況にあ

ります。

このような状況の中、当社におきましては、新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題とし、ご来店いただく

お客様に安心してお食事をお楽しみいただけるよう、引き続き衛生管理を徹底し、従業員一同、感染症拡大防止に

最善を尽くしてまいりました。また、営業面では、テイクアウトメニューの充実化やデリバリーの拡大など様々な

販売施策を実施するとともに、WEB予約システムを導入するなどDX（デジタルトランスフォーメーション）の強化に

も取り組み、売上高の回復に努めました。これらの結果、「ＧｏＴｏイート」の恩恵もあり、売上高は回復基調で

推移しておりましたが、2020年12月から断続的に時短営業を余儀なくされ、繁忙期である年末年始の営業は宴会需

要が激減するなど、大変厳しい状況となりました。

店舗展開につきましては、当事業年度において新規出店及び業態変更は実施しておりません。一方、退店につき

ましては「桃李蹊 小牧岩崎店」（愛知県小牧市）を１店舗実施いたしました。

これにより、当事業年度末の店舗数は、「浜木綿」32店舗、「四季亭」３店舗、「桃李蹊」６店舗、「メンヤ

ム」１店舗の合計42店舗（すべて直営店）となっております。

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府及び各自治体からの要請により、当社の店舗においても営業時間

の短縮や酒類提供の停止を実施せざるを得ず、来客数は大幅に減少しました。この結果、売上高は、前期に比べて

４億70百万円減少し、２期連続の減収となりました。

利益面につきましては、売上が厳しい中、引き続き人件費などを中心に徹底的なコストコントロールに努めまし

たが、売上高販売管理費率は前期に比べ4.5ポイント増加しました。これにより、営業利益は大幅な減益となったも

のの、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金２億47百万円を営業外収益に計上し、経常利益は前期に比べ増益と

なりました。また、特別損失として減損損失１億15百万円など合計１億17百万円を計上しております。

以上の結果、当事業年度の売上高は42億28百万円（前期比10.0％減）、営業損失は１億77百万円（前期は営業利

益27百万円）、経常利益は84百万円（前期比321.0％増）、当期純損失は１億60百万円（前期は当期純損失９百万

円）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当事業年度における総資産額は4,227百万円、負債は2,746百万円、純資産は1,480百万円であり、自己資本比率は

35.0％となりました。

（流動資産）

流動資産につきましては前事業年度末に比べ639百万円減少し、1,654百万円となりました。これは主に現金及び

預金が745百万円減少したことによるものであります。

（固定資産）

固定資産につきましては前事業年度末に比べ45百万円減少し、2,572百万円となりました。これは主に土地が397

百万円増加した一方、建物が184百万円、建設仮勘定が72百万円、リース資産が57百万円、繰延税金資産が77百万円

減少したことによるものであります。
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（流動負債）

流動負債につきましては前事業年度末に比べ16百万円増加し、1,089百万円となりました。これは主に未払法人税

等が17百万円、未払金が12百万円増加した一方、未払消費税等が8百万円減少したことによるものであります。

（固定負債）

固定負債につきましては前事業年度末に比べ503百万円減少し、1,656百万円となりました。これは主に長期借入

金が356百万円、社債が100百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

純資産につきましては前事業年度末に比べ197百万円減少し、1,480百万円となりました。これは主に利益剰余金

が197百万円減少したことによるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業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、1,132百万円となりました。当事

業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因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)

営業活動の結果増加した資金は156百万円（前年同期は68百万円の増加）となりました。これは主に、税引前当期

純損失を33百万円計上する一方、減価償却費を213百万円及び減損損失を115百万円計上したことによるものであり

ます。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は338百万円（前年同期は382百万円の減少）となりました。これは主に、有価証券

の償還による収入が1,000百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出による支出が346百万円及び有価証券

の取得による支出が1,000百万円あったこと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)

財務活動の結果減少した資金は556百万円（前年同期は1,535百万円の増加）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出362百万円、社債の償還による支出100百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナワクチンの接種が進むことにより、感染拡大が一定程度抑止され、重

症化率も減少することが予想されます。これにより外出自粛や営業時間短縮などの要請が緩和されることが期待さ

れるため、消費活動は徐々に回復傾向に向かうものと思われます。しかしながら、感染力の強い変異株等の急拡大

もあり、現段階では収束時期が見通せない状態が続いております。

このような状況下において、現時点では業績に影響を与える不確定要素が多く、適正かつ合理的に算定すること

が困難であると判断し、2022年７月期の業績予想につきましては未定としております。今後、合理的な算出が可能

となった段階で速やかに公表いたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社の業務は、日本国内に限定されており、海外での活動がないことから当面は日本基準を採用することとして

おりますが、今後の外国人株主比率の推移及び国内他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）採用動向を踏まえつつ、

ＩＦＲＳ適用の検討を進めていく方針であります。

　



株式会社浜木綿(7682) 2021年７月期 決算短信

4

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年７月31日)

当事業年度
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,935,846 1,189,974

預け金 15,303 12,542

売掛金 187 19,225

商品及び製品 33,499 51,409

仕掛品 102 263

原材料及び貯蔵品 56,655 43,713

前払費用 73,554 76,369

未収入金 170,652 254,606

その他 8,324 6,871

流動資産合計 2,294,124 1,654,975

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,077,176 892,712

構築物（純額） 151,963 123,391

機械及び装置（純額） 9,667 7,428

車両運搬具（純額） 375 2,410

工具、器具及び備品（純額） 68,209 45,404

土地 320,641 717,773

リース資産（純額） 179,053 121,562

建設仮勘定 72,416 －

有形固定資産合計 1,879,503 1,910,683

無形固定資産

ソフトウエア 19,524 22,061

その他 6,004 5,278

無形固定資産合計 25,529 27,339

投資その他の資産

投資有価証券 35,415 35,788

長期貸付金 35,399 32,916

長期前払費用 53,881 54,149

差入保証金 254,542 259,206

繰延税金資産 278,071 200,172

その他 55,629 52,422

投資その他の資産合計 712,940 634,657

固定資産合計 2,617,973 2,572,680

資産合計 4,912,098 4,227,655
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年７月31日)

当事業年度
(2021年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 131,177 124,887

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 362,330 356,340

リース債務 56,387 48,490

未払金 229,535 242,150

未払費用 38,553 47,272

未払法人税等 29,235 46,296

未払消費税等 59,810 51,710

前受金 10,875 10,389

預り金 12,848 16,498

前受収益 5,696 6,491

賞与引当金 32,356 30,461

株主優待引当金 4,277 8,820

その他 407 69

流動負債合計 1,073,490 1,089,878

固定負債

社債 400,000 300,000

長期借入金 1,319,205 962,865

リース債務 165,715 117,224

長期未払金 115,070 115,070

資産除去債務 147,946 149,224

その他 12,259 12,559

固定負債合計 2,160,195 1,656,943

負債合計 3,233,686 2,746,822

純資産の部

株主資本

資本金 654,931 654,931

資本剰余金

資本準備金 577,281 577,281

資本剰余金合計 577,281 577,281

利益剰余金

利益準備金 7,460 7,460

その他利益剰余金

別途積立金 30,000 30,000

繰越利益剰余金 409,911 212,073

利益剰余金合計 447,371 249,533

自己株式 △147 △147

株主資本合計 1,679,436 1,481,598

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,024 △765

評価・換算差額等合計 △1,024 △765

純資産合計 1,678,412 1,480,833

負債純資産合計 4,912,098 4,227,655
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年８月１日
　至 2020年７月31日)

当事業年度
(自 2020年８月１日
　至 2021年７月31日)

売上高 4,699,093 4,228,619

売上原価

商品・製品及び原材料期首たな卸高 73,086 69,144

当期商品仕入高 830,083 752,469

当期製品製造原価 370,675 359,359

合計 1,273,845 1,180,973

他勘定振替高 40,368 38,146

商品・製品及び原材料期末たな卸高 69,144 82,834

売上原価合計 1,164,332 1,059,993

売上総利益 3,534,761 3,168,626

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,532,479 1,444,109

賞与引当金繰入額 31,379 29,664

退職給付費用 18,405 19,028

地代家賃 402,799 406,746

減価償却費 193,826 204,748

株主優待引当金繰入額 4,277 6,892

その他 1,323,749 1,234,661

販売費及び一般管理費合計 3,506,916 3,345,851

営業利益又は営業損失（△） 27,844 △177,225

営業外収益

受取利息 512 445

受取配当金 1,270 1,130

不動産賃貸料 28,410 22,602

協賛金収入 4,117 －

協力金収入 － 247,841

その他 10,634 17,362

営業外収益合計 44,945 289,381

営業外費用

支払利息 5,535 6,950

不動産賃貸費用 20,339 18,610

上場関連費用 14,578 －

その他 12,362 2,500

営業外費用合計 52,815 28,061

経常利益 19,974 84,094

特別損失

固定資産除却損 0 244

減損損失 － 115,698

固定資産売却損 － 1,823

特別損失合計 0 117,766

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 19,974 △33,671

法人税、住民税及び事業税 22,082 48,855

法人税等調整額 6,897 77,784

法人税等合計 28,979 126,640

当期純損失（△） △9,004 △160,312
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年８月１日 至 2020年７月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 284,160 206,510 206,510 7,460

当期変動額

新株の発行 370,771 370,771 370,771

剰余金の配当

当期純損失（△）

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 370,771 370,771 370,771 －

当期末残高 654,931 577,281 577,281 7,460

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 30,000 443,135 480,595 － 971,265

当期変動額

新株の発行 741,542

剰余金の配当 △24,220 △24,220 △24,220

当期純損失（△） △9,004 △9,004 △9,004

自己株式の取得 △147 △147

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △33,224 △33,224 △147 708,170

当期末残高 30,000 409,911 447,371 △147 1,679,436

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 49 49 971,314

当期変動額

新株の発行 741,542

剰余金の配当 △24,220

当期純損失（△） △9,004

自己株式の取得 △147

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,073 △1,073 △1,073

当期変動額合計 △1,073 △1,073 707,097

当期末残高 △1,024 △1,024 1,678,412
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　当事業年度(自 2020年８月１日 至 2021年７月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 654,931 577,281 577,281 7,460

当期変動額

新株の発行

剰余金の配当

当期純損失（△）

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 654,931 577,281 577,281 7,460

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 30,000 409,911 447,371 △147 1,679,436

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △37,524 △37,524 △37,524

当期純損失（△） △160,312 △160,312 △160,312

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △197,837 △197,837 － △197,837

当期末残高 30,000 212,073 249,533 △147 1,481,598

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,024 △1,024 1,678,412

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △37,524

当期純損失（△） △160,312

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

258 258 258

当期変動額合計 258 258 △197,578

当期末残高 △765 △765 1,480,833
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年８月１日
　至 2020年７月31日)

当事業年度
(自 2020年８月１日
　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 19,974 △33,671

減価償却費 202,788 213,262

減損損失 － 115,698

受取利息及び受取配当金 △1,783 △1,575

支払利息 5,535 6,950

固定資産売却損益（△は益） － 1,823

固定資産除却損 0 244

売上債権の増減額（△は増加） 1,589 △19,038

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,377 △5,129

仕入債務の増減額（△は減少） △16,422 △6,290

賞与引当金の増減額（△は減少） 748 △1,894

その他 △62,548 △114,533

小計 154,260 155,846

利息及び配当金の受取額 1,294 1,071

利息の支払額 △5,924 △6,981

法人税等の支払額 △81,151 △29,497

法人税等の還付額 － 35,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,478 156,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の売却による収入 － 7,272

有形固定資産の取得による支出 △375,534 △346,679

無形固定資産の取得による支出 △5,692 △7,960

有価証券の償還による収入 － 1,000,074

有価証券の取得による支出 － △1,000,000

敷金及び保証金の差入による支出 △72 △4,926

敷金及び保証金の回収による収入 997 157

その他 △2,407 3,439

投資活動によるキャッシュ・フロー △382,709 △338,621

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 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △327,790 △362,330

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 － △100,000

リース債務の返済による支出 △53,699 △56,387

自己株式の取得による支出 △147 －

株式の発行による収入 741,542 －

配当金の支払額 △24,220 △37,471

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,535,685 △556,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,221,454 △738,632

現金及び現金同等物の期首残高 649,695 1,871,150

現金及び現金同等物の期末残高 1,871,150 1,132,517
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（５）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。

(持分法損益等)

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社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。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)

当事業年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)

１株当たり純資産額(円) 1,565.48 1,381.20

１株当たり当期純損失（△）(円) △9.13 △149.53

(注) １．前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、2019年８月６日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損失を算定しております。

３．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)

当事業年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)

当期純損失（△）(千円) △9,004 △160,312

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △9,004 △160,312

普通株式の期中平均株式数(株) 986,070 1,072,138
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(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

前事業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の感染拡大の影響に関す

る会計上の見積りに用いた仮定について、2021年４月以降に発令された緊急事態宣言等政府及び各自治体から外

出自粛や営業時間短縮要請の延長等直近の状況を踏まえて、以下のとおり変更しております。

当事業年度の財務諸表の作成にあたっては、新型コロナウイルスの影響が、2022年７月期第１四半期以降徐々

に回復していくものと仮定し、固定資産の減損及び税効果会計等の会計上の見積りを行っております。

ただし、将来の不確実性により、最善の見積りを行った結果として見積られた金額と事後的な結果との間に乖

離が生じる可能性があります。

(雇用調整助成金)

前事業年度（自 2019年８月１日 至 2020年７月31日）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、店舗の営業時間短縮や臨時休業を実施したことにより支給した休業

手当について、雇用調整助成金の特例措置の適用を受け、助成金の支給見込額52,080千円のうち48,618千円を販

売費及び一般管理費の給料手当及び当期製品製造原価の労務費から控除し、超過見込額3,461千円を営業外収益の

その他に計上しております。

当事業年度（自 2020年８月１日 至 2021年７月31日）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、店舗の営業時間短縮を実施したことにより支給した休業手当につい

て、雇用調整助成金の特例措置の適用を受け、助成金の支給額及び支給見込額44,991千円のうち37,987千円を販

売費及び一般管理費の給料手当及び当期製品製造原価の労務費から控除し、超過額及び超過見込額7,004千円を営

業外収益のその他に計上しております。

(協力金収入)

当事業年度（自 2020年８月１日 至 2021年７月31日）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方自治体からの営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金であり、

支給額129,780千円、支給見込み額118,061千円であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


