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1. 2022年3月期第2四半期の業績（2021年4月1日～2021年9月30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 ％

2022年3月期第2四半期 3,096 16.0 67 ― 252 ― 156 ―

2021年3月期第2四半期 2,669 △26.0 △166 ― △152 ― △121 ―

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

2022年3月期第2四半期 108.23 ―

2021年3月期第2四半期 △83.96 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年3月期第2四半期 3,347 2,153 64.3

2021年3月期 3,218 2,025 62.9

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 2,153百万円 2021年3月期 2,025百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2022年3月期 ― 0.00

2022年3月期（予想） ― 20.00 20.00

（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. 2022年 3月期の業績予想（2021年 4月 1日～2022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 6,390 6.6 240 60.1 365 24.7 220 96.9 152.22

（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 ： 有

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

（注）詳細は添付資料Ｐ．６「２．四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期2Q 1,449,168 株 2021年3月期 1,449,168 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 3,899 株 2021年3月期 3,899 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 1,445,269 株 2021年3月期2Q 1,445,269 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対する記述は、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については、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報　(３)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２四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拡大による政府の４度目の緊急事態宣言

の発出、さらに９月末までの延長を受け、外出自粛や各自治体からの営業自粛要請等による個人消費の減少など、

経済活動が落ち込み、非常に厳しい状況でありました。

　外食業界におきましては、４度目の緊急事態宣言以降、休業や営業時間の短縮及び酒類提供中止が要請され、さ

らには９月まで緊急事態宣言延長となった地域もあり、依然として厳しい状況が続いております。

　このような環境下で、当社は、従業員の毎日の体温測定を含めた健康状態の確認、マスク着用、手指の消毒等衛

生管理の徹底、従業員の新型コロナウイルスワクチン接種率向上への取組、さらに、店舗でのアルコール消毒液の

設置や客席の入替時の拭き上げの徹底等、感染予防対策を行いながら、地方自治体による営業時間短縮要請に対応

し、営業を継続してまいりました。

　店舗数につきましては、当第２四半期累計期間中に出退店を行いませんでしたので、前期末と変わらず59店舗で

した。

　当第２四半期累計期間の業績につきましては、依然として厳しい状況ではありましたが、前年同時期の大幅な来

客数減少の反動により、売上高は3,096,555千円(前年同期比16.0％増)となりました。

　利益面では、売上高の増加により、当第２四半期累計期間の営業利益は67,745千円(前年同期は営業損失166,640

千円)、助成金収入177,162千円を営業外収益に計上したことから経常利益は252,415千円(前年同期は経常損失

152,691千円)、四半期純利益は156,426千円(前年同期は四半期純損失121,342千円)と増収増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の状況）

資産は、前事業年度末と比べ128,789千円増加し、3,347,520千円となりました。主な要因は現金及び預金の増加

169,355千円によるものであります。

（負債の状況）

　負債は、前事業年度末と比べ1,268千円増加し、1,194,267千円となりました。主な要因は未払法人税等の増加

20,019千円によるものであります。

（純資産の状況）

　純資産の状況につきましては、前事業年度末に比べて127,521千円増加し、2,153,253千円となりました。これは

主として配当金の支払及び四半期純利益の計上によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年８月10日に発表いたしました、2022年３月期通期の業績予想から変更はありません。

　なお、一部の雇用調整助成金及び時短営業に伴う協力金につきましては未入金もしくは未申請であり、通期業績

予想の修正が必要となる場合には適時適切に開示いたします。
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 705,406 874,762

売掛金 122,826 108,747

商品及び製品 4,133 6,040

原材料及び貯蔵品 26,727 27,512

その他 58,756 64,880

流動資産合計 917,850 1,081,942

固定資産

有形固定資産

建物 3,678,886 3,707,892

構築物 859,590 859,590

工具、器具及び備品 387,715 388,451

その他 671,481 693,638

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,262,987 △4,332,209

有形固定資産合計 1,334,686 1,317,364

無形固定資産 179,843 175,270

投資その他の資産

差入保証金 264,856 257,159

保険積立金 315,745 315,745

その他 205,748 200,038

投資その他の資産合計 786,350 772,943

固定資産合計 2,300,880 2,265,578

資産合計 3,218,730 3,347,520

負債の部

流動負債

買掛金 156,007 135,195

１年内返済予定の長期借入金 4,356 －

未払金 278,704 263,140

未払法人税等 99,747 119,766

賞与引当金 25,406 42,000

その他 120,666 125,763

流動負債合計 684,887 685,866

固定負債

退職給付引当金 130,650 131,606

役員退職慰労引当金 179,944 178,458

資産除去債務 174,785 175,734

その他 22,730 22,601

固定負債合計 508,111 508,400

負債合計 1,192,998 1,194,267

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 579,900 579,900

資本剰余金 496,182 496,182

利益剰余金 955,890 1,083,411

自己株式 △6,240 △6,240

株主資本合計 2,025,732 2,153,253

純資産合計 2,025,732 2,153,253

負債純資産合計 3,218,730 3,347,520
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 2,669,729 3,096,555

売上原価 813,985 886,724

売上総利益 1,855,744 2,209,830

販売費及び一般管理費 2,022,384 2,142,085

営業利益又は営業損失（△） △166,640 67,745

営業外収益

受取利息 387 307

受取賃貸料 20,103 20,170

助成金収入 3,505 177,162

その他 3,102 1,532

営業外収益合計 27,098 199,173

営業外費用

支払利息 546 11

賃貸収入原価 12,282 14,316

その他 320 174

営業外費用合計 13,149 14,503

経常利益又は経常損失（△） △152,691 252,415

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △152,691 252,415

法人税、住民税及び事業税 13,494 99,567

法人税等調整額 △44,842 △3,578

法人税等合計 △31,348 95,988

四半期純利益又は四半期純損失（△） △121,342 156,426

（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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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）

　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）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる、当第２四半期累

計期間の損益に与える影響はありません。

　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありま

せん。

（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（重要な会計上の見積り）に注記した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、重要な変更はありません。
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