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(百万円未満切捨て)

１．2021年７月期第３四半期の業績（2020年８月１日～2021年４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 ％

2021年７月期第３四半期 3,276 △12.1 △63 － 71 49.4 33 95.8

2020年７月期第３四半期 3,729 △5.8 62 △79.1 47 △84.1 17 △90.7
　

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７月期第３四半期 31.43 －
2020年７月期第３四半期 17.98 －

　

(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株当たり四半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

百万円 百万円 ％

2021年７月期第３四半期 4,455 1,674 37.6

2020年７月期 4,912 1,678 34.2

(参考) 自己資本 2021年７月期第３四半期 1,674百万円 2020年７月期 1,678百万円
　

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７月期 － 0.00 － 35.00 35.00

2021年７月期 － 0.00 －
2021年７月期(予想) － －

(注)１. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

２．2021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。
　

３．2021年７月期の業績予想（2020年８月１日～2021年７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 － － － － －

(注)１. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

２．2021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）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 ： 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
　

　

（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) 2021年７月期３Ｑ 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３Ｑ 62株 2020年７月期 62株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年７月期３Ｑ 1,072,138株 2020年７月期３Ｑ 957,156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。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２ページ「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３四半期累計期間（2020年８月１日から2021年４月30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なか、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ＧｏＴｏ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月には再び緊急事態宣言が発令されるなど、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なか、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、テイクアウト商品の拡充・強化やＷＥＢ予約の導入、一部店舗

においてデリバリーサービスをスタートするなど様々な販売施策を実施し、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、当第３四半期累計期間において新規出店及び業態変更は実施していないため、当第３

四半期累計期間末現在の店舗数は、「浜木綿」32店舗、「四季亭」３店舗、「桃李蹊」７店舗、「メンヤム」１店

舗の合計43店舗（すべて直営店）となっております。

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は3,276百万円（前年同期比12.1％減）、営業損失は63百万円

（前年同期は営業利益62百万円）、経常利益は71百万円（前年同期比49.4％増）となり、四半期純利益は33百万円

（前年同期比95.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前事業年度末に比べ653百万円減少し、1,640百万円となりました。これは主に現金及び預金が722

百万円減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ197百万円増加し、2,815百万円となりました。これは主に土地が397百万円増

加したことによるものであります。

(負債)

流動負債は、前事業年度末に比べ47百万円減少し、1,026百万円となりました。これは主に未払金が11百万円、

未払法人税等が10百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ405百万円減少し、1,754百万円となりました。これは主に社債が100百万円、

長期借入金が267百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

純資産は、前事業年度末に比べ３百万円減少し、1,674百万円となりました。これは主に利益剰余金が3百万円

減少したこと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７月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言が再び発令さ

れるなど収束の見通しが立たない状況の下、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

算出することが困難であると判断し、2020年９月10日付「2020年７月期 決算短信[日本基準] （非連結）」におい

て発表しました通り、引き続き未定とさせていただきます。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。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年７月31日)

当第３四半期会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,935,846 1,213,546

預け金 15,303 13,889

売掛金 187 71,832

商品及び製品 33,499 42,155

仕掛品 102 93

原材料及び貯蔵品 56,655 51,018

前払費用 73,554 68,580

未収入金 170,652 172,677

その他 8,324 6,967

流動資産合計 2,294,124 1,640,761

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,077,176 1,004,331

構築物（純額） 151,963 140,010

機械及び装置（純額） 9,667 7,987

車両運搬具（純額） 375 14,877

工具、器具及び備品（純額） 68,209 52,547

土地 320,641 717,773

リース資産（純額） 179,053 147,330

建設仮勘定 72,416 －

有形固定資産合計 1,879,503 2,084,858

無形固定資産

ソフトウエア 19,524 18,558

その他 6,004 5,460

無形固定資産合計 25,529 24,018

投資その他の資産

投資有価証券 35,415 35,847

長期貸付金 35,399 33,561

長期前払費用 53,881 55,091

差入保証金 254,542 259,232

繰延税金資産 278,071 269,502

その他 55,629 52,960

投資その他の資産合計 712,940 706,196

固定資産合計 2,617,973 2,815,074

資産合計 4,912,098 4,455,835
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年７月31日)

当第３四半期会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 131,177 133,828

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 50,267

未払金 229,535 218,101

未払費用 38,553 31,075

未払法人税等 29,235 18,539

未払消費税等 59,810 54,294

前受金 10,875 10,660

預り金 12,848 12,172

前受収益 5,696 6,369

賞与引当金 32,356 31,810

株主優待引当金 4,277 2,439

その他 407 218

流動負債合計 1,073,490 1,026,118

固定負債

社債 400,000 300,000

長期借入金 1,319,205 1,051,950

リース債務 165,715 128,858

長期未払金 115,070 115,070

資産除去債務 147,946 148,904

その他 12,259 10,048

固定負債合計 2,160,195 1,754,831

負債合計 3,233,686 2,780,949

純資産の部

株主資本

資本金 654,931 654,931

資本剰余金 577,281 577,281

利益剰余金 447,371 443,544

自己株式 △147 △147

株主資本合計 1,679,436 1,675,609

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,024 △724

評価・換算差額等合計 △1,024 △724

純資産合計 1,678,412 1,674,885

負債純資産合計 4,912,098 4,455,835
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年８月１日
　至 2020年４月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年８月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 3,729,355 3,276,886

売上原価 923,282 819,627

売上総利益 2,806,073 2,457,259

販売費及び一般管理費 2,744,065 2,520,345

営業利益又は営業損失（△） 62,007 △63,085

営業外収益

受取利息 393 339

受取配当金 1,092 979

不動産賃貸料 18,270 16,495

協力金収入 － 126,960

その他 6,617 10,221

営業外収益合計 26,373 154,995

営業外費用

支払利息 3,786 5,306

不動産賃貸費用 14,733 13,742

上場関連費用 14,578 －

その他 7,434 1,361

営業外費用合計 40,532 20,411

経常利益 47,848 71,498

特別損失

固定資産除却損 － 198

特別損失合計 － 198

税引前四半期純利益 47,848 71,300

法人税、住民税及び事業税 41,792 29,164

法人税等調整額 △11,155 8,437

法人税等合計 30,636 37,601

四半期純利益 17,211 33,698
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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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


