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(百万円未満切捨て)

１．2023年１月期第２四半期の連結業績（2022年２月１日～2022年７月31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 ％

2023年１月期第２四半期 826 4.4 △322 ― △333 ― △342 ―

2022年１月期第２四半期 792 △33.5 △339 ― △331 ― △374 ―
(注) 包括利益 2023年１月期第２四半期 △337百万円( ―％) 2022年１月期第２四半期 △371百万円( ―％)
　

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１月期第２四半期 △43.09 ―

2022年１月期第２四半期 △89.01 ―
　

　

（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 ％

2023年１月期第２四半期 1,010 382 36.8

2022年１月期 948 322 33.5
(参考) 自己資本 2023年１月期第２四半期 371百万円 2022年１月期 318百万円
　

　

　

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

2022年１月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年１月期 ― 0.00

2023年１月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年１月期の連結業績予想（2022年２月１日～2023年１月31日）
2023年１月期の連結業績予想につきましては、当社が進める多角化事業・新規事業の進捗が大きく影響するため、
現時点では適正かつ合理的な算定が困難であることから未定としております。なお、連結業績予想の開示が可能とな
った段階で速やかに公表いたします。

　　



※ 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 ： 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

（注）詳細は、添付資料P.12「（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご参照下さい。
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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.12「（会計方針の変更）」をご参照ください。
　

（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) 2023年１月期２Ｑ 9,250,000株 2022年１月期 7,660,000株

② 期末自己株式数 2023年１月期２Ｑ 56,848株 2022年１月期 56,848株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年１月期２Ｑ 7,953,318株 2022年１月期２Ｑ 4,206,135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

業績予想につきましては、本資料の発表時現在において合理的な業績予想の算定が困難であるため記載しておりま
せん。
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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婦人靴業界は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が長期化し

　ている状況にあります。ワクチン接種率の増加に伴う感染者の減少や各種政策の効果により、国内における消費活

　動は、一時持ち直しの動きが見られましたが、新たな変異株による感染が再拡大するなど依然として先行きは不透

　明な状況となっております。

　 また、ロシア・ウクライナ問題の長期化や急激な円安の進行、エネルギー価格等の高騰によるインフレ圧力の高

　まりもあり、今後の景気停滞が懸念されております。なお、当社が取り扱う商品の生産地である中国では、一部の

　都市でロックダウンを余儀なくされ、協力工場の操業停止により生産、物流へ大きな影響を及ぼしました。

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間につきましては、事業再生のための基盤を整えたうえで、事業

　モデルの変革に向けた取り組みを強化しました。

　 これらの結果、売上高826百万円(前年同四半期4.4％増)、営業損失322百万円(前年同四半期は339百万円の営業損

　失)、経常損失333百万円(前年同四半期は331百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失342百万円(前

　年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失374百万円)となりました。なお、「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。）等の適用により、売上高は97百万円増加

　し、営業損失、経常損失はそれぞれ13百万円増加しております。

　 当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの経営成績は以下のとおりであります。なお、第１四半期連結累

　計期間より、多角化戦略として推進する婦人靴以外の事業について、新たなセグメント「その他事業」として開示

　しております。また、セグメントの経営成績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載して

　おります。

(小売事業)

　 小売事業におきましては、直営店の新規出店はなく、イオンモール名取店、シャミネ松江店、その他６店舗を閉

　店いたしました。これにより当第２四半期連結累計期間の末日である７月31日現在における直営店舗数は14店舗

　（前年同期は27店舗）となりました。また、不採算店舗の整理による経費項目の削減効果から、小売事業における

　売上高は424百万円(前年同四半期13.3％減)、営業損失は71百万円(前年同四半期は営業損失120百万円)となりまし

　た。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は56百万円、営業損失は７百万円それぞれ増加しておりま

　す。

(ＥＣ事業)

　 ＥＣ事業におきましては、継続してＳＮＳを経由した顧客コミュニケーションの強化や販促、サイトへの流入を

　促す広告の強化、自社サイトでは新規会員の獲得とその維持のための施策を積極的に行いました。自社サイトの信

　頼度と顧客ロイヤリティー向上のため、クレジットカードの不正利用対策を強化し、返品・サイズ交換の送料を一

　部無料化するサービスを開始しました。また過剰生産からの脱却を目指して、靴デザインやパーツなどを好きな組

　み合わせで作れるカスタムオーダーシューズの販売を開始致しました。その結果、ＥＣ事業における売上高は331百

　万円(前年同四半期59.0％増)、営業利益52百万円(前年同四半期44.4％増)となりました。なお、収益認識会計基準

　等の適用により、売上高は40百万円増加し、営業利益は５百万円減少しております。

(卸売事業)

卸売事業におきましては、前連結会計年度に事業規模を縮小させる方針で取り組み、当第２四半期連結累計期

間では、提案型の営業に注力致しました。その結果、売上高は64百万円(前年同四半期31.0％減)、営業利益は５

百万円(前年同四半期50.8％減)となりました。なお、収益認識会計基準等の適用による影響はありません。

(その他事業）

　 その他事業におきましては、上野アートビレッジにおける美術品の販売や女性日本画家の個展を開催しまし

　 た。美術品は、作品の一部をＮＦＴ化して販売するなど事業拡大に向けた取り組みを行いました。またKuromon

　 Sustainable SquareにおけるＳＤＧｓ関連商品の販売では、ＥＣサイトを新規開設するなど取り組みを強化しま

　 した。その結果、売上高は６百万円、営業損失は２百万円となりました。なお、第１四半期連結会計年度から開

　 示している事業区分のため前年同期比は記載しておらず、収益認識会計基準等の適用による影響はありません。

（２）財政状態に関する説明
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① 資産、負債、純資産の状況

(資産)

　 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、919百万円(前連結会計年度末は820百万円)となり、

　 98百万円増加しました。主な理由は、現金及び預金の増加(476百万円から600百万円へ123百万円増)、受取手形及

　 び売掛金の増加(137百万円から199百万円へ62百万円増)に対して、未収消費税等の減少(70百万円から6百万円へ

　 64百万円減)、商品及び製品の減少（126百万円から101百万円へ24百万円減）であります。

　 また、固定資産の残高は、90百万円(前連結会計年度末は128百万円)となり、37百万円減少しました。主な理由

　 は、差入保証金の減少（118百万円から67百万円へ51百万円減）に対して、無形固定資産の取得による増加（13百

　 万円）であります。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、343百万円(前連結会計年度末は314百万円)となり、

29百万円増加しました。主な理由は、株主優待引当金の増加（55百万円から84百万円へ28百万円増）、電子記録

債務の増加（16百万円から42 百万円へ25百万円増）及び未払金の増加 (111百万円から130百万円へ18百万円増)

に対して、支払手形及び買掛金の減少（47百万円から13百万円へ33百万円減）、未払法人税等の減少（27百万円

から13百万円へ14百万円減）であります。

また、固定負債の残高は、284百万円(前連結会計年度末は312百万円)となり、27百万円減少しました。主な理由

　 は、長期借入金の減少(247百万円から231百万円へ16百万円減)であります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、382百万円(前連結会計年度末は322百万円)となり、59百

万円増加しました。主な理由は、新株予約権の行使による新株の発行に伴い資本金、資本準備金がそれぞれ199百

万円増加に対して、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上342百万円によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間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

　 べて122百万円増加し、590百万円となりました。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、使用した資金は272百万円（前年同期は502百万円の支出）となりました。

　 これは主に、税金等調整前四半期純損失336百万円、売上債権の増加額62百万円に対し、未払又は未収消費税等の

　 増減額64百万円、株主優待引当金の増加額28百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、獲得した資金は13百万円（前年同期は21百万円の支出）となりました。

　 これは主に、差入保証金の回収による収入38百万円に対し、無形固定資産の取得による支出13百万円、資産除去

　 債務の履行による支出７百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、獲得した資金は377百万円（前年同期は413百万円の収入）となりました。

　 これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入397百万円に対し、長期借入金の返済による支出16百

　 万円によるものであります。

（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、当社が進める多角化事業・新規事業の進捗が大きく影響するため、現時点では適

正かつ合理的な算定が困難であることから未定としております。なお、連結業績予想の開示が可能となった段階で

速やかに公表いたします。

　



株式会社アマガサ(3070) 2023年１月期 第２四半期決算短信

― 4 ―

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
(2022年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 476,618 600,547

受取手形及び売掛金 137,082 199,468

商品及び製品 126,247 101,958

未収消費税等 70,998 6,509

その他 9,692 11,155

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 820,539 919,539

固定資産

有形固定資産 － 0

無形固定資産 43 13,253

投資その他の資産

差入保証金 118,893 67,178

その他 9,491 10,333

投資その他の資産合計 128,384 77,511

固定資産合計 128,428 90,765

資産合計 948,967 1,010,304

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 47,487 13,500

電子記録債務 16,946 42,578

契約負債 － 13,015

1年内返済予定の長期借入金 33,096 33,096

未払金 111,835 130,229

未払法人税等 27,493 13,122

返品調整引当金 700 －

株主優待引当金 55,972 84,346

資産除去債務 10,830 100

その他 9,885 13,279

流動負債合計 314,247 343,269

固定負債

長期借入金 247,598 231,050

退職給付に係る負債 54,740 51,539

その他 9,962 2,098

固定負債合計 312,301 284,687

負債合計 626,548 627,957
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,092,810 1,292,310

資本剰余金 1,015,310 1,214,810

利益剰余金 △1,736,533 △2,087,360

自己株式 △71,076 △71,076

株主資本合計 300,511 348,684

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,145 △949

為替換算調整勘定 18,893 24,042

その他の包括利益累計額合計 17,748 23,093

新株予約権 4,159 10,569

純資産合計 322,418 382,347

負債純資産合計 948,967 1,010,304
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月１日
　至 2021年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
　至 2022年７月31日)

売上高 792,066 826,943

売上原価 366,603 321,923

売上総利益 425,463 505,020

販売費及び一般管理費 765,063 827,052

営業損失（△） △339,600 △322,032

営業外収益

受取利息 133 157

受取配当金 139 153

還付消費税等 9,173 －

助成金収入 15,670 2,511

補助金収入 820 3,262

受取給付金 600 2,500

その他 487 715

営業外収益合計 27,023 9,300

営業外費用

支払利息 4,808 723

新株予約権発行費 7,431 6,377

退店違約金 1,523 6,747

為替差損 1,673 6,858

その他 3,463 436

営業外費用合計 18,898 21,143

経常損失（△） △331,475 △333,874

特別損失

事業構造改善引当金繰入額 20,788 －

臨時休業による損失 11,694 2,459

特別損失合計 32,483 2,459

税金等調整前四半期純損失（△） △363,958 △336,333

法人税等 10,413 6,411

四半期純損失（△） △374,372 △342,745

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △374,372 △342,745
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月１日
　至 2021年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
　至 2022年７月31日)

四半期純損失（△） △374,372 △342,745

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △103 196

為替換算調整勘定 2,997 5,149

その他の包括利益合計 2,894 5,345

四半期包括利益 △371,477 △337,400

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △371,477 △337,400

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月１日
　至 2021年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
　至 2022年７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損失（△） △363,958 △336,333

減価償却費 525 17

臨時休業による損失 11,694 2,459

退店違約金 1,523 6,747

助成金収入 △15,670 △2,511

補助金収入 △820 △3,262

受取給付金 △600 △2,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △25,137 △3,201

返品調整引当金の増減額（△は減少） ― △700

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 20,788 ―

株主優待引当金の増減額（△は減少） ― 28,374

受取利息及び受取配当金 △272 △311

支払利息 4,808 723

新株予約権発行費 7,431 6,377

売上債権の増減額（△は増加） 15,331 △62,385

棚卸資産の増減額（△は増加） △18,266 24,288

仕入債務の増減額（△は減少） △47,465 △8,355

未払金の増減額（△は減少） △28,236 17,379

未払又は未収消費税等の増減額 △34,940 64,488

契約負債の増減額（△は減少） ― 13,015

その他 12,502 2,692

小計 △460,764 △252,996

利息及び配当金の受取額 272 311

利息の支払額 △4,736 △549

特別退職金の支払額 △33,585 ―

臨時休業による支出 △11,694 △2,459

退店違約金の支払額 △1,523 △4,983

助成金の受取額 15,670 2,511

補助金の受取額 820 3,262

受取給付金の受取額 600 2,500

法人税等の支払額 △7,906 △19,670

営業活動によるキャッシュ・フロー △502,847 △272,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △8,335 △9,485

定期預金の払戻による収入 8,335 9,485

投資有価証券の取得による支出 △7,833 △645

有形固定資産の取得による支出 △6,597 △2,703

無形固定資産の取得による支出 △8,828 △13,664

資産除去債務の履行による支出 ― △7,773

差入保証金の回収による収入 1,999 38,445

差入保証金の差入による支出 △55 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,314 13,657
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月１日
　至 2021年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
　至 2022年７月31日)

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） △101,150 ―

長期借入金の返済による支出 △174,910 △16,548

新株予約権の行使による株式の発行による収入 696,240 397,410

新株予約権の発行による収入 7,920 8,000

新株予約権の発行による支出 △7,431 △6,377

リース債務の返済による支出 △7,345 △5,175

財務活動によるキャッシュ・フロー 413,323 377,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,378 3,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,459 122,768

現金及び現金同等物の期首残高 867,174 467,588

現金及び現金同等物の四半期末残高 758,715 590,357
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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）

当社グループは、2016年１月期以降、売上高が減少傾向にあったところに、さらに新型コロナウイルス感染症の

拡大が影響し、売上高は大きく減少、前連結会計年度を含めると４期連続した営業損失及び営業キャッシュ・フロ

ーのマイナスの計上、並びに６期連続した親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況にあります。当第

２四半期連結累計期間においては、売上高は826,943千円で前第２四半期連結累計期間に比較して4.4％増加したも

のの、営業損失322,032千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失342,745千円を計上いたしました。

また、当面の先行きも不透明である状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

ります。

当社グループでは当該状況を解消すべく、当連結会計年度の一定期間にわたり新型コロナウイルス感染症の影響

を受けると見込み、以下の事業施策により収益性を高め、財務施策により資金繰りの改善を図ります。

事業施策

１．直営店舗の削減による固定費の削減

事業の採算性の向上及び効率化と、コロナ禍による人流動態の変化に対応するため、靴事業における不採算店舗

の撤退を加速化させます。当第２四半期連結会計期間においては直営店６店舗を閉店いたしました。今後も断続的

な直営店舗の採算性の見直しを行い適切なコストの維持を図り、引き続き固定費の削減に努めてまいります。

２．事業収益改善

・在庫一元管理とチャネル連携によるオムニチャネル化体制の構築

小売事業及びＥＣ事業の物流の外部委託を実行し、在庫一元管理が進んだことに伴い、今後は在庫システムと

商品データベースの連携をより強化し、自社ＥＣサイト及び店頭での効率的な在庫運用を進めてまいります。

すでに一般に広く使われているメッセンジャーアプリLINE（LINE株式会社）を利用したLINE連携の導入に取り組

み、各チャネルの顧客情報の統一と在庫連携の強化サービスを開始しております。

　また、小売店の店頭では導線分析システムの導入を視野にいれたＰＯＳレジの刷新や機能向上を実施し、蓄積

される顧客情報を活用した提案型の顧客サービスを強化し自社ＥＣサイトと店舗間での相互送客を実現するオム

ニチャネル化体制構築を進めてまいります。小売事業とＥＣ事業の連携強化により、販売ロスの抑制、顧客満足

度の向上、売上高の増加・収益向上を図ってまいります。

・ブランド統廃合とチャネル戦略に合わせたブランド展開

当社の主力ブランドである「JELLY BEANS」から派生するコラボレーションラインとして高身長の方や足の大き

い方向けの「JB AKINO」を展開するなど実施してまいりました。これらの営業戦略及びマーケティング戦略を適

正なチャネルで展開することにより、売上高の増加及び収益向上を図ってまいります。

・原価率の圧縮と粗利率の向上を実現する仕入施策(海外生産商品の活用)の推進

マーケット特性や顧客志向に合わせた商品開発を鮮明化し、原価率の低い海外生産商品比率を高めることで、

原価率の圧縮を進め売上高の増加・収益向上を図ってまいります。

３．成長エンジンとしてのＥＣ事業の強化と収益性の向上

当社主力事業である小売事業の販売方式を見直し、ＥＣサイト販売を重視する方向で諸施策を展開してまいりま

す。新型コロナウイルス感染症の影響による店舗販売の制約及び消費者行動の変化を受けて、ＥＣサイト販売強化

の必要性に迫られております。今後より一層の強化を図ると共に販売展開の合理化を進め、国内・海外のマーケッ

トにて、ＥＣサイトを活用し積極的な販売活動を実施してまいります。

４．日本ブランドを活用したアジア市場への参入（海外展開）

当社は、インドネシアにおいて現地法人と業務提携を行い、マーケティング調査を経て「JELLY BEANS」商品のＥ

Ｃ販売を開始いたしました。また、台湾においては、広告代理店系の企業らとの提携により、いわゆる越境ＥＣに

より、「JELLY BEANS」商品の販売を2021年３月から開始しております。加えて、他のアジア・東南アジア諸国にお

いても業務提携又は委託販売等による当社ブランド商品及び新商材の販売を模索している状況であります。今後当

社は、より多くのアジア市場での展開を進め、日本ブランドとしての商品・新商材の販路拡大と企業価値向上を目

指すことで売上高の増加・収益向上を図ってまいります。
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５．事業領域拡大事業

既存の主力事業である小売業、卸売事業、ＥＣ事業だけでなく、主力事業に付随する新たな事業の開始及び新規

事業を模索・展開していくことで将来的な売上高の増加・収益向上を図ってまいります。

・ＳＤＧｓ商品販売の開始

当社は、新規事業として、生活関連領域のＳＤＧｓ関連商品を主力とした商品の販売を開始いたしました。業

務提携先との協議のうえ、婦人靴以外の小売事業を積極的に拡大すべきとの判断から、生活関連のマーチャンダ

イズを実行し、小売事業に付随する新商品・新商材の販売として新たな売上・収益となることを目指しておりま

す。

・アートビジネスの開始

当社は、「上野アートビレッジ」の屋号をもって、アートをテーマとした新たな事業を開始いたしました。現

代美術家の絵画作品等に投資を行います。主に、新進の現代美術家を中心とした芸術家の育成とそのマネジメン

ト、及び今後取得する美術品の販売によるキャピタルゲイン獲得を行うことで、当社の収益獲得の機会を得るこ

とを目的としております。

財務施策

１．資産の処分と借入金の圧縮による財務健全化

当社は、本社機能の圧縮及び物流業務の外部委託等に伴い、所有していた余剰不動産を売却し、借入金の圧縮及

びキャッシュ・フローの改善を実施してまいりました。このため、当四半期連結会計年度の末日において借入金残

高は264,146千円となり、保有現預金に対して、預金超過の状況を創出することができました。引き続き借入金の圧

縮及びキャッシュ・フローの改善を図ってまいります。

２．財務基盤の安定化

2020年１月、2021年４月及び2022年４月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、

資本の充実を図ってまいりました。また、2020年７月には既存取引金融機関より、新型コロナウイルス感染症特別

貸付制度に基づき新たに運転資金として300,000千円の借入を実行いたしました。これら調達資金の有効な活用を行

い、2022年１月末には当初の懸案事項であった金融機関に返済猶予をいただいていた借入金の元本残高について全

額弁済いたしました。今後も企業収益の改善に努め財務基盤の強化に取り組んでまいります。

３．継続した資金調達の実施

当社は、これまでに３回の新株予約権の発行による資金調達を実施しております。当四半期連結会計年度の末日

において当該新株予約権による資金調達額は1,959,570千円となり、主に事業領域拡大資金等に充当しております。

未行使新株予約権の調達可能額は2,319,630千円であり、当社としては、継続して既存の新株予約権未行使分におけ

る行使状況の把握を行い、また、必要であると判断した場合は追加的な資本増強による資金調達を検討してまいり

ます。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でおりますが、事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、

需要動向等の今後の外部環境の影響を受け、新株予約権による調達について行使が確約されるものではなく、さらに、

新型コロナウイルス感染症の収束時期については予測が困難であることから、現時点においては継続企業の前提に関

する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2021年２月１日　至 2021年７月31日)

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。

(3) 株主資本の著しい変動

当社は、2020年２月17日付発行の第１回新株予約権及び2021年４月28日付発行の第２回新株予約権の一部行使

に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ350,110千円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が887,435千円、資本準備金が809,935千円となってお

ります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年２月１日　至 2022年７月31日)

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。

(3) 株主資本の著しい変動

当社は、2020年２月17日付発行の第１回新株予約権及び2022年４月28日付発行の第３回新株予約権の一部行使

に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ199,500千円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,292,310千円、資本準備金が1,214,810千円となっ

ております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四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に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減し

た上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

（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１四半期連結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の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しております。収益認識会計

基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

(1) 委託販売

百貨店等への委託販売については、当社の委託先への卸価格により売上計上しておりましたが、当社の商品を

購入する一般消費者を顧客として認識し、当社の商品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品との交換に受け

取る対価で収益を認識するため、小売価格により売上計上し、委託先に対する手数料を販売費及び一般管理費に

計上する方法に変更しております。
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(2) 自社ポイント

当社は、自社ＥＣサイトにおいて顧客への販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラ

ムでのサービスの提供について、従来は、付与したポイントの利用時に「売上値引」として会計処理を行ってお

りましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価

格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。

(3) 他社ポイント

当社は、百貨店等において当社商品を購入した際に百貨店等のポイント（他社ポイント）を顧客に付与する場

合、従来は他社ポイントを「販売促進費」として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、他社に支払う

ポイント相当額は第三者のために回収する額として未払金に計上し、その未払金を除外した金額を売上として収

益を認識する方法に変更しております。

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、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は97,414千円増加し、販売費及び一般管理費は110,430千円増加

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ13,015千円増加しております。また、利益剰

余金の期首残高は8,081千円減少しております。

（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１四半期連結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しております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、2016年１月期以降、売上高が減少傾向にあったところに、さらに新型コロナウイルス感染症の

拡大が影響し、売上高は大きく減少、前連結会計年度を含めると４期連続した営業損失及び営業キャッシュ・フロ

ーのマイナスの計上、並びに６期連続した親会社株主に帰属する当期純損失を計上している状況にあります。当第

２四半期連結累計期間においては、売上高は826,943千円で前第２四半期連結累計期間に比較して4.4％増加したも

のの、営業損失322,032千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失342,745千円を計上いたしました。

また、当面の先行きも不透明である状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

りますが、「２．（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）」に記載のとおり、

当該状況の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。

　


