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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 2,022 13.5 △134 － △144 － △126 －

2020年12月期第３四半期 1,782 △17.5 △144 － △130 － △66 －
(注) 包括利益 2021年12月期第３四半期 △144百万円( －％) 2020年12月期第３四半期 △62百万円( －％)
　

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12月期第３四半期 △13.31 －

2020年12月期第３四半期 △7.52 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 4,934 1,657 33.6

2020年12月期 4,342 1,369 31.5
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 1,657百万円 2020年12月期 1,368百万円
　

　

　

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12月期 － 0.00 － 3.50 3.50

2021年12月期 － 0.00 －

2021年12月期(予想) 3.50 3.50
(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12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％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

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 3,265 34.5 31 － 30 － 1 － 0.10
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 1社（社名） 株式会社One Third Residence

除外 －社（社名） －

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）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
　

　

（４）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12月期３Ｑ 9,767,000株 2020年12月期 8,889,100株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 266株 2020年12月期 266株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 9,480,223株 2020年12月期３Ｑ 8,822,987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）

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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
　四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,712,391 1,963,448

売掛金 243,583 256,229

営業貸付金 473,238 478,441

商品 394,974 347,113

その他 63,578 222,103

貸倒引当金 △3,740 △3,603

流動資産合計 2,884,026 3,263,734

固定資産

有形固定資産 156,548 175,915

無形固定資産

のれん － 250,754

その他 332,757 284,742

無形固定資産合計 332,757 535,496

投資その他の資産

投資有価証券 884,775 850,286

その他 155,374 176,141

貸倒引当金 △71,077 △67,356

投資その他の資産合計 969,072 959,071

固定資産合計 1,458,378 1,670,483

資産合計 4,342,404 4,934,217

負債の部

流動負債

買掛金 50,593 47,879

短期借入金 800,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 169,444 363,431

未払法人税等 25,527 11,712

賞与引当金 23,820 13,746

ポイント引当金 16,762 16,112

収納代行預り金 643,083 603,030

その他 363,247 392,473

流動負債合計 2,092,478 1,748,384

固定負債

長期借入金 776,376 1,396,344

退職給付に係る負債 35,544 44,028

資産除去債務 49,945 71,382

その他 18,149 16,457

固定負債合計 880,014 1,528,212

負債合計 2,972,493 3,276,597

純資産の部

株主資本

資本金 565,143 722,187

資本剰余金 591,459 898,503

利益剰余金 203,371 46,063

自己株式 △159 △159

株主資本合計 1,359,814 1,666,594

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,096 △8,973

その他の包括利益累計額合計 9,096 △8,973

新株予約権 1,000 －

純資産合計 1,369,911 1,657,620

負債純資産合計 4,342,404 4,934,217
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 1,782,222 2,022,132

売上原価 1,248,888 1,433,107

売上総利益 533,334 589,024

販売費及び一般管理費 678,115 723,558

営業損失（△） △144,781 △134,534

営業外収益

受取利息 99 82

受取手数料 6,289 7,055

助成金収入 2,371 5,512

解約料収入 2,090 －

投資事業組合運用益 9,369 －

その他 868 1,240

営業外収益合計 21,088 13,890

営業外費用

支払利息 4,437 7,309

リース解約損 2,113 －

投資事業組合運用損 － 964

株式交付費 － 13,373

その他 570 1,771

営業外費用合計 7,120 23,417

経常損失（△） △130,814 △144,061

特別利益

固定資産売却益 4,728 710

投資有価証券売却益 76,114 30,119

新株予約権戻入益 － 1,000

負ののれん発生益 － 1,023

特別利益合計 80,842 32,854

特別損失

固定資産除却損 2,038 638

特別損失合計 2,038 638

税金等調整前四半期純損失（△） △52,010 △111,845

法人税、住民税及び事業税 21,150 11,545

法人税等調整額 △6,776 2,806

法人税等合計 14,374 14,351

四半期純損失（△） △66,384 △126,197

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △66,384 △126,197
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純損失（△） △66,384 △126,197

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,683 △18,070

その他の包括利益合計 3,683 △18,070

四半期包括利益 △62,701 △144,267

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,701 △144,267
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（３）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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2021年３月29日付で、蘇乾聞から第三者割当増資の払込みを受け、資本金が149,984千円、資本準備金

が149,984千円増加しております。

2021年５月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、資本金が7,060千円、資本準

備金が7,060千円増加しております。

また、当社の連結子会社である株式会社One Third Residenceにおいて、2021年９月29日を払込期日とする第三

者割当増資を行いました。これに伴う非支配株主との取引に係る親会社持分の変動により、資本剰余金が150,000

千円増加しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が722,187千円、資本剰余金が898,503千円となってお

ります。

（重要な後発事象）

取得による企業結合

当社は、2021年11月１日開催の取締役会において、株式会社ビーユーの株式を取得して子会社化することを決

議しました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ビーユー

事業の内容 玩具、文具等の販売

② 企業結合を行った主な理由

業績が低迷している会社を買収し、再生する新規事業の第１号案件として、これまでの鍼灸接骨院支援事

業で蓄積したリアル店舗に対する経営指導のノウハウを活かし、経費削減に加え、リアル店舗におけるオペ

レーションの改善に取り組み、生産性の向上を図るためであります。

③ 企業結合日

2021年12月１日（予定）

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑥ 取得する議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得するためであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現時点では確定しておりません。

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

　


