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1. 2023年2月期第2四半期の業績（2022年3月1日～2022年8月31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 ％

2023年2月期第2四半期 3,387 639.5 △485 ― △498 ― △197 ―

2022年2月期第2四半期 458 △74.7 △641 ― △652 ― 52 ―

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2月期第2四半期 △15.67 ―

2022年2月期第2四半期 4.29 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年2月期第2四半期 7,485 2,332 31.2

2022年2月期 7,661 2,573 33.6

（参考）自己資本 2023年2月期第2四半期 2,332百万円 2022年2月期 2,573百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年2月期 ― 0.00

2023年2月期（予想） ― ― ―

（注） 2023年２月期の配当予想につきましては、未定とさせていただきます。

3. 2023年 2月期の業績予想（2022年 3月 1日～2023年 2月28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 7,900 231.1 △390 ― △420 ― △120 ― △9.54

（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) 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 ： 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

(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） 2023年2月期2Q 12,830,200 株 2022年2月期 12,830,200 株

② 期末自己株式数 2023年2月期2Q 252,260 株 2022年2月期 252,260 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年2月期2Q 12,577,940 株 2022年2月期2Q 12,130,825 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、最近の動向等を踏まえ、2022年４月14日に公表いたしました2023年２月期第２四半期（2022年３月１日～2022年８月31日）及び2023
年２月期（2022年３月１日～2023年２月28日）の業績予想を修正いたしました。

　詳細につきましては本日（2022年10月14日）公表いたしました「2023年２月期　第２四半期業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ」及び「2023年２月期
通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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１．四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
(2022年２月28日)

当第２四半期会計期間
(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,405,317 4,566,043

売掛金 20,889 85,635

原材料及び貯蔵品 72,174 71,381

未収入金 404,325 55,199

その他 158,624 199,327

流動資産合計 5,061,332 4,977,588

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,234,497 1,149,670

その他（純額） 92,792 83,398

有形固定資産合計 1,327,290 1,233,069

無形固定資産 57,492 51,991

投資その他の資産

保険積立金 155,044 155,044

差入保証金 1,022,329 1,020,825

その他 37,606 47,304

投資その他の資産合計 1,214,980 1,223,175

固定資産合計 2,599,763 2,508,236

資産合計 7,661,095 7,485,824

負債の部

流動負債

買掛金 56,045 193,614

短期借入金 800,000 762,000

1年内返済予定の長期借入金 263,900 274,200

未払金 113,634 219,489

未払費用 205,735 264,652

未払法人税等 20,663 14,800

賞与引当金 59,498 75,989

その他 113,073 144,838

流動負債合計 1,632,549 1,949,585

固定負債

長期借入金 2,698,050 2,560,950

リース債務 62,723 46,387

長期未払金 51,507 41,162

資産除去債務 535,454 536,564

その他 107,125 18,435

固定負債合計 3,454,861 3,203,499

負債合計 5,087,410 5,153,084

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 1,727,158 1,727,158

利益剰余金 1,020,077 779,132

自己株式 △273,550 △273,550

株主資本合計 2,573,684 2,332,740

純資産合計 2,573,684 2,332,740

負債純資産合計 7,661,095 7,485,824
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
　至 2022年８月31日)

売上高 458,063 3,387,212

売上原価 145,915 1,031,589

売上総利益 312,148 2,355,622

その他の営業収入 5,909 26,409

営業総利益 318,057 2,382,032

販売費及び一般管理費 959,990 2,867,362

営業損失（△） △641,933 △485,329

営業外収益

受取利息 15 25

助成金収入 ― 2,500

雑収入 4,486 2,301

営業外収益合計 4,501 4,827

営業外費用

支払利息 8,236 17,280

支払手数料 6,447 1,083

営業外費用合計 14,683 18,363

経常損失（△） △652,114 △498,866

特別利益

雇用調整助成金 643,640 59,494

助成金収入 1,733,897 291,549

特別利益合計 2,377,537 351,043

特別損失

固定資産除却損 6,663 1,367

減損損失 218,643 13,324

店舗閉鎖損失 973 3,556

臨時休業による損失 1,238,868 95,662

特別損失合計 1,465,148 113,910

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 260,274 △261,733

法人税、住民税及び事業税 14,800 9,115

法人税等還付税額 △166,236 ―

法人税等調整額 359,662 △73,742

法人税等合計 208,226 △64,627

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52,047 △197,106
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 260,274 △261,733

減価償却費 176,983 121,457

受取利息 △15 △25

支払利息 8,900 17,280

雇用調整助成金 △643,640 △59,494

助成金収入 △1,733,897 △291,549

固定資産除却損 6,663 1,367

減損損失 218,643 13,324

店舗閉鎖損失 973 3,556

売上債権の増減額（△は増加） 2,787 △64,745

棚卸資産の増減額（△は増加） 18,640 793

仕入債務の増減額（△は減少） △8,213 137,569

未払金の増減額（△は減少） △164,600 7,422

未払費用の増減額（△は減少） △264,445 58,752

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,479 16,491

長期前受収益の増減額（△は減少） △739 △15,175

その他 △104,147 106,561

小計 △2,211,353 △208,147

利息の受取額 15 25

利息の支払額 △7,016 △16,332

雇用調整助成金の受取額 570,581 170,792

助成金の受取額 642,016 489,387

法人税等の還付額 3 ―

法人税等の支払額 △176,233 △25,300

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,181,987 410,424

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 △11,114 △36,253

無形固定資産の取得による支出 △1,975 △3,515

差入保証金の回収による収入 31,207 6,605

差入保証金の差入による支出 △28,563 △5,102

長期前払費用の取得による支出 △10,167 △9,207

資産除去債務の履行による支出 △42,337 ―

その他の支出 △3,840 △11,000

その他の収入 3,028 2,933

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,761 △55,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 800,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △1,400,000 △838,000

長期借入れによる収入 2,500,000 ―

長期借入金の返済による支出 △62,750 △126,800

リース債務の返済による支出 △25,669 △19,013

割賦債務の返済による支出 △10,345 △10,345

株式の発行による収入 999,971 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,801,206 △194,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,555,457 160,726

現金及び現金同等物の期首残高 1,529,854 4,405,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,085,312 4,566,043
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（４）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。

（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。

　これにより、従来は旧メンバーズカードシステムに係るポイント制度で交換された飲食券の将来使用見込額

の原価相当分を負債として認識しておりましたが、第１四半期会計期間の期首より飲食券の将来使用見込額を

契約負債として認識する方法に変更しております。当該ポイント制度は2022年２月末日で廃止、ポイント制度

で交換された飲食券も2022年６月末日に使用期限が到来し、当該制度は終了いたしました。

　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。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従って

ほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第２四半期累計期間の売上高は62,625千円増加し、売上原価は61,972千円増加し、販売費及び

一般管理費は61,972千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ62,625千円減少して

おります。また、利益剰余金の当期首残高は43,837千円減少しております。

　収益認識会計基準等を適用したため前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「未払費用」「その他」

にそれぞれ含めて表示していた契約負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。

　なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。

（追加情報）

(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、時価をもって四半期貸

借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。

(会計上の見積り)

　新型コロナウイルスの収束時期及び今後の市場動向を予測することは困難でありますが、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響が2023年２月期において完全ではないものの徐々に回復に向かうとの仮定をもとに会計上の

見積りを行っております。

　なお、今後の状況が当該仮定と乖離する場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

　


