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(百万円未満切捨て)

（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 ％

2023年３月期第３四半期 4,428 31.1 △352 － △142 － △124 －

2022年３月期第３四半期 3,377 5.6 △833 － 334 － 318 －

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 △132百万円（－％） 2022年３月期第３四半期 297百万円（－％）

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

2023年３月期第３四半期 △20.39 －

2022年３月期第３四半期 52.19 －

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

2023年３月期第３四半期 6,575 3,444 51.7 556.21

2022年３月期 6,865 3,595 51.7 581.04

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 3,397百万円 2022年３月期 3,549百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00

2023年３月期 － 0.00 －

2023年３月期（予
想）

3.00 3.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 6,219 36.5 △209 － △2 － 17 △95.0 2.80

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）



（１）当四半期連結累計期間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）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 6,252,004株 2022年３月期 6,252,004株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 143,526株 2022年３月期 143,526株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 6,108,478株 2022年３月期３Ｑ 6,108,478株

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

(注)詳細は、添付資料７ページ「２.四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事

項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

(将来についての記述等に関する注意)

本資料に記載されている業績見通し等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、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。

なお、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２ページ「１.

当四半期決算に関する定性的情報(3)連結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３四半期連結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症による行動制限が緩和され、経

済状況は緩やかな回復傾向にありますが、ウクライナ情勢の長期化に伴うエネルギー問題等による原材料や輸送

コストの上昇や、急激な円安などにより、先行きは依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響の継続に伴い、お客様や従業員の安

心安全を考慮し、衛生管理の徹底とソーシャルディスタンスの推進等の感染防止への取り組みを引き続き実施し

てまいりました。また、人員配置の効率化等、各種経費削減にも努めてまいりました。

今後も、更にお客様に求められる価値観を提供し続けることが出来るよう、より高品質の商品やホスピタリテ

ィあふれるサービスの提供に努めてまいります。

店舗数につきましては、2022年７月シャトレーゼ中野ブロードウェイ店、８月BAKERY HINATA大和桜ヶ丘店、

11月BAKERY HINATA国分寺東戸倉店、千葉東口駅前店を新規オープン、2022年５月カフェ・ミヤマ中野ブロード

ウェイ店、７月金町店を閉店いたしましたので103店舗となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,428百万円(前年同期比1,050百万円増)、営業損失は352

百万円(前年同四半期は営業損失833百万円)、経常損失は142百万円(前年同四半期は経常利益334百万円)、親会

社株主に帰属する四半期純損失は124百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益318百万円)とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、6,575百万円となり前連結会計年度末に比べ290百万円の減少となり

ました。これは主に、有形固定資産が161百万円、売掛金が52百万円、商品が11百万円増加したものの、現金及

び預金が506百万円減少したことによるものであります。

負債は3,131百万円となり前連結会計年度末に比べ138百万円の減少となりました。これは主に、リース債務

(固定)が46百万円、賞与引当金が42百万円減少したことによるものであります。

また、純資産は3,444百万円となり前連結会計年度末に比べ151百万円の減少となりました。これは主に、利益

剰余金が142百万円減少したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は51.7％(前連結会計年度末は51.7％)となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、新型コロナウイルス感染症の

影響等今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,120,807 2,614,511

売掛金 111,867 164,678

商品 21,340 32,378

その他 173,417 174,335

流動資産合計 3,427,432 2,985,904

固定資産

有形固定資産

建物 3,184,723 3,356,656

減価償却累計額 △2,363,492 △2,379,731

建物（純額） 821,231 976,925

工具、器具及び備品 339,915 387,586

減価償却累計額 △296,407 △299,634

工具、器具及び備品（純額） 43,507 87,951

土地 516,039 516,039

リース資産 279,987 279,987

減価償却累計額 △59,378 △101,625

リース資産（純額） 220,608 178,361

その他 3,147 6,867

減価償却累計額 △3,147 △3,560

その他（純額） 0 3,307

有形固定資産合計 1,601,387 1,762,585

無形固定資産

ソフトウエア 9,736 10,242

無形固定資産合計 9,736 10,242

投資その他の資産

投資有価証券 94,066 85,324

長期貸付金 55,660 52,306

敷金及び保証金 1,452,992 1,477,470

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 36,258 36,235

その他 88,238 65,608

投資その他の資産合計 1,827,215 1,816,944

固定資産合計 3,438,340 3,589,772

資産合計 6,865,773 6,575,677

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 69,721 106,001

短期借入金 1,740,000 1,720,000

リース債務 61,424 62,023

未払法人税等 25,515 17,386

賞与引当金 54,990 12,890

株主優待引当金 21,251 5,770

その他 305,524 298,349

流動負債合計 2,278,427 2,222,420

固定負債

長期借入金 500,000 500,000

リース債務 183,692 137,100

役員退職慰労引当金 128,797 95,878

退職給付に係る負債 161,549 159,234

その他 17,513 17,013

固定負債合計 991,552 909,226

負債合計 3,269,980 3,131,646

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 1,735,459 1,735,459

利益剰余金 1,832,429 1,689,571

自己株式 △111,095 △111,095

株主資本合計 3,556,793 3,413,935

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7,547 △16,312

その他の包括利益累計額合計 △7,547 △16,312

新株予約権 3,840 3,840

非支配株主持分 42,707 42,567

純資産合計 3,595,792 3,444,030

負債純資産合計 6,865,773 6,575,677
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 3,377,573 4,428,422

売上原価 448,980 698,378

売上総利益 2,928,593 3,730,043

販売費及び一般管理費 3,761,643 4,082,588

営業損失（△） △833,049 △352,545

営業外収益

受取利息 2,766 1,225

受取配当金 1,287 12

受取家賃 23,285 29,530

受取保険料 361 290

投資有価証券売却益 35,315 －

助成金収入 1,082,801 178,042

協賛金収入 18,925 18,825

その他 19,644 3,017

営業外収益合計 1,184,387 230,943

営業外費用

支払利息 10,846 12,580

不動産賃貸費用 3,063 4,083

撤去費用 1,010 48

保険解約損 1,031 －

その他 1,338 4,347

営業外費用合計 17,289 21,058

経常利益又は経常損失（△） 334,047 △142,660

特別利益

受取補償金 20,000 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 46,575

特別利益合計 20,000 46,575

特別損失

固定資産廃棄損 957 4,836

減損損失 16,979 3,271

特別損失合計 17,936 8,107

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
336,111 △104,192

法人税等 13,723 19,154

四半期純利益又は四半期純損失（△） 322,387 △123,347

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,600 1,184

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
318,786 △124,532

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 322,387 △123,347

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,349 △8,764

その他の包括利益合計 △25,349 △8,764

四半期包括利益 297,037 △132,112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 293,436 △133,296

非支配株主に係る四半期包括利益 3,600 1,184

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場

合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

（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）

前連結会計年度の有価証券報告書の重要な会計上の見積りに記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

関する仮定について重要な変更はありません。
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