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（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 ％

2022年２月期第２四半期 17,559 28.8 1,624 － 1,652 － 849 －

2021年２月期第２四半期 13,631 △22.8 △564 － △472 － △980 －

（注）包括利益 2022年２月期第２四半期 1,293百万円（－％） 2021年２月期第２四半期 △1,016百万円（－％）

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

2022年２月期第２四半期 50.05 －

2021年２月期第２四半期 △57.75 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 40,598 26,965 63.4

2021年２月期 37,295 26,520 67.9

（参考）自己資本 2022年２月期第２四半期 25,739百万円 2021年２月期 25,318百万円

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

2021年２月期 － 0.00 － 50.00 50.00

2022年２月期 － 0.00

2022年２月期（予想） － 50.00 50.00

（％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 42,460 16.8 5,000 5.7 5,000 0.7 2,650 8.9 156.03

１．2022年２月期第２四半期の連結業績（2021年３月１日～2021年８月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（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２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

（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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期２Ｑ 17,185,650株 2021年２月期 17,185,650株

②  期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 201,657株 2021年２月期 201,636株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 16,983,999株 2021年２月期２Ｑ 16,984,130株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）、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）

※  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、実際の実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。
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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対するワクチン接種が進む一

方、変異株の感染拡大に伴って一部地域において緊急事態宣言が再発出される等、先行き不透明な状況にありまし

た。

当社グループにおける新型コロナウイルス感染拡大の影響による店舗の状況につきましては、緊急事態宣言が発

出された対象区域において、当社店舗がテナントとして入居している大型商業施設の休業に準ずるかたちで一部店

舗が臨時休業いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は17,559百万円（前年同期比28.8%の増加）、営業利益は1,624

百万円（前年同期は564百万円の営業損失）、経常利益は1,652百万円（前年同期は472百万円の経常損失）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は849百万円（前年同期は980百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となり

ました。

各セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（写真事業）

写真事業は、前第２四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした緊急事態宣言

の発出に伴う全店舗の臨時休業がありましたが、当第２四半期累計期間においては臨時休業が一部地域の店舗に限

られ、営業可能店舗で七五三撮影や、成人式撮影・振袖レンタルサービス『ふりホ』のご予約獲得、前撮り撮影等

に注力いたしました。

国内写真館の出店状況は、移転４店舗、退店５店舗を行い、ショッピングセンター内の区画移動・増床を含む改

装を27店舗実施いたしました。

その結果、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は、国内こども写真館475店舗（直営店舗466店・フランチャイ

ズ店舗９店）、韓国の子会社におけるこども写真館２店舗を含め、477店舗となっております。

以上の結果、報告セグメントにおける写真事業の売上高は17,543百万円（前年同期比29.0%の増加）となり、セ

グメント利益は1,700百万円（前年同期は541百万円のセグメント損失）となりました。

（衣装製造卸売事業）

衣装製造卸売事業は、連結子会社の株式会社京都豊匠、及び、その子会社である上海豊匠服飾有限公司におい

て、引き続き当社向け衣装の更なる生産効率の向上に努めるとともに、当社グループが推し進めている『ふりホ』

に関わる衣装・小物の原価低減活動及び調達に注力いたしました。

以上の結果、報告セグメントにおける衣装製造卸売事業の売上高は2,155百万円（前年同期比29.0%の増加）とな

り、セグメント利益は266百万円（前年同期比34.4%の増加）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①　資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比べ3,303百万円増加の40,598百万円となり

ました。

流動資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比べ2,135百万円増加の20,305百万円となりま

した。

固定資産は、有形固定資産「その他(純額)」に含まれるリース資産の増加等により、前連結会計年度末と比べ

1,167百万円増加の20,293百万円となりました。

②　負債の状況

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ2,858百万円増加の13,633百万円となり

ました。

流動負債は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ1,989百万円増加の8,512百万円となりまし

た。

固定負債は、「その他」に含まれる長期リース債務の増加等により、前連結会計年度末と比べ868百万円増加の

5,121百万円となりました。

③　純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ444百万円増加の26,965百万円となり

ました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等によるものです

④　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ1,556百万円増加し14,737百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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、2,606百万円（前年同期は402百万円の増加）となりました。主な内訳は減価償

却費1,703百万円、前受金の増加額370百万円、法人税等の支払額917百万円等によるものです。

（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、2,753百万円（前年同期は2,564百万円の減少）となりました。主な内訳は、写

真スタジオの既存店の改装・設備追加等にかかる支出2,752百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は、1,699百万円（前年同期は7,226百万円の増加）となりました。主な内訳は、短

期借入金の純増加額1,650百万円、配当金の支払額849百万円等によるものです。

（３）連結業績予想等の将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結会計期間までの業績は概ね当初計画どおり推移しており、2021年４月13日に公表いたしました

連結業績予想数値に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,641,832 15,198,455

受取手形及び売掛金 834,835 1,170,080

たな卸資産 2,312,106 1,869,365

その他 1,403,433 2,084,688

貸倒引当金 △22,352 △17,352

流動資産合計 18,169,855 20,305,237

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,548,397 7,449,612

その他（純額） 4,808,370 5,713,002

有形固定資産合計 12,356,768 13,162,615

無形固定資産 973,700 912,356

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,283,891 3,257,777

その他 2,731,182 3,180,575

貸倒引当金 △220,062 △219,887

投資その他の資産合計 5,795,010 6,218,465

固定資産合計 19,125,479 20,293,437

資産合計 37,295,334 40,598,674

負債の部

流動負債

買掛金 285,908 361,441

短期借入金 － 1,650,000

未払法人税等 1,035,928 727,888

賞与引当金 163,435 316,592

ポイント引当金 107,210 111,940

その他 4,929,700 5,344,223

流動負債合計 6,522,183 8,512,085

固定負債

退職給付に係る負債 1,171,942 1,201,818

資産除去債務 1,642,026 1,644,203

その他 1,438,408 2,275,096

固定負債合計 4,252,378 5,121,117

負債合計 10,774,561 13,633,203

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
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,885,950 1,885,950

資本剰余金 2,055,449 2,055,449

利益剰余金 21,451,013 21,451,806

自己株式 △276,416 △276,464

株主資本合計 25,115,996 25,116,741

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 107,183 507,076

為替換算調整勘定 95,332 115,455

その他の包括利益累計額合計 202,515 622,531

非支配株主持分 1,202,261 1,226,197

純資産合計 26,520,773 26,965,470

負債純資産合計 37,295,334 40,598,674
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 13,631,814 17,559,744

売上原価 11,265,955 12,853,063

売上総利益 2,365,859 4,706,680

販売費及び一般管理費 2,930,269 3,081,967

営業利益又は営業損失（△） △564,409 1,624,713

営業外収益

受取利息 1,170 751

受取配当金 9,129 10,090

受取家賃 11,026 11,259

受取補償金 1,736 18,593

為替差益 966 －

新型コロナウイルス感染症による助成金収入 101,971 15,812

雑収入 23,181 9,468

営業外収益合計 149,181 65,976

営業外費用

支払利息 14,905 11,119

店舗解約損 41,968 15,465

為替差損 － 11,009

雑損失 683 503

営業外費用合計 57,557 38,098

経常利益又は経常損失（△） △472,785 1,652,591

特別利益

固定資産売却益 2,301 173

特別利益合計 2,301 173

特別損失

固定資産除売却損 － 236

固定資産廃棄損 140,997 125,219

減損損失 129,607 37,324

新型コロナウイルス感染症による損失 496,685 44,638

特別損失合計 767,290 207,418

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（△）
△1,237,773 1,445,345

法人税、住民税及び事業税 138,480 611,439

法人税等調整額 △398,870 △40,023

法人税等合計 △260,390 571,416

四半期純利益又は四半期純損失（△） △977,383 873,929

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,458 23,935

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（△）
△980,842 849,993

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △977,383 873,929

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,812 399,893

為替換算調整勘定 △7,933 20,123

その他の包括利益合計 △38,745 420,016

四半期包括利益 △1,016,128 1,293,946

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,019,587 1,270,010

非支配株主に係る四半期包括利益 3,458 23,935

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）
△1,237,773 1,445,345

減価償却費 1,612,336 1,703,010

のれん償却額 399 399

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,000 △5,174

賞与引当金の増減額（△は減少） 159,005 153,156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 129,172 29,875

受取利息及び受取配当金 △10,299 △10,842

支払利息 14,905 11,119

為替差損益（△は益） △302 78

固定資産売却損益（△は益） △2,301 63

固定資産廃棄損 140,997 125,219

減損損失 129,607 37,324

売上債権の増減額（△は増加） △257,373 △328,850

たな卸資産の増減額（△は増加） 279,974 452,704

仕入債務の増減額（△は減少） 202,144 74,584

未払消費税等の増減額（△は減少） △333,248 △217,059

前受金の増減額（△は減少） 408,852 370,521

その他の流動資産の増減額（△は増加） △361,433 △384,833

その他の流動負債の増減額（△は減少） △61,390 △10,854

その他 61,314 79,254

小計 869,586 3,525,045

利息及び配当金の受取額 9,274 10,199

利息の支払額 △14,905 △11,119

法人税等の支払額 △465,571 △917,192

法人税等の還付額 4,474 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 402,857 2,606,931

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 △2,427,748 △2,521,869

有形固定資産の売却による収入 3,110 2,291

無形固定資産の取得による支出 △134,276 △177,596

敷金及び保証金の差入による支出 △102,528 △53,208

敷金及び保証金の回収による収入 141,349 63,797

その他 △44,227 △67,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,564,320 △2,753,592

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） 7,650,000 1,650,000

セール・アンド・リースバックによる収入 1,171,788 1,756,883

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △745,619 △858,318

自己株式の取得による支出 △170 △47

配当金の支払額 △849,208 △849,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,226,789 1,699,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,700 3,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,062,626 1,556,622

現金及び現金同等物の期首残高 10,612,152 13,181,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,674,779 14,737,939

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（追加情報）

　前連結会計年度に引き続き新型コロナウイルス感染症が流行しており、当社グループにおいても緊急事態宣言

期間中に各自治体からの要請等により、一部店舗で休業を行いました。しかしながら、大部分の店舗は感染予防

対策を万全にした上で営業を継続しており、業績に大きな影響は受けておりません。今後は、業績が例年通りの

水準で推移すると仮定し、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

　なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定と異なる可能性があります。

（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。
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（単位：千円）

報告セグメント 調整額

（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２）写真事業 衣装製造卸売事業 計

売上高

外部顧客への売

上高

13,597,224 34,590 13,631,814 － 13,631,814

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

6,767 1,635,915 1,642,683 △1,642,683 －

計 13,603,991 1,670,506 15,274,498 △1,642,683 13,631,814

セグメント利益又

は損失（△）
△541,403 198,580 △342,822 △221,586 △564,409

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年３月１日　至2020年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△221,586千円には、固定資産の調整額等△113,273千円及

び各報告セグメントに配分していない全社費用△108,313千円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「写真事業」セグメントにおいて、店舗の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては129,607千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント 調整額

（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２）写真事業 衣装製造卸売事業 計

売上高

外部顧客への売

上高

17,529,660 30,084 17,559,744 － 17,559,744

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

13,681 2,125,587 2,139,269 △2,139,269 －

計 17,543,342 2,155,672 19,699,014 △2,139,269 17,559,744

セグメント利益 1,700,645 266,848 1,967,493 △342,780 1,624,713

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年３月１日　至2021年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△342,780千円には、固定資産の調整額等△224,470千円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△118,309千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「写真事業」セグメントにおいて、店舗の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては37,324千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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