
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022年11月11日

上 場 会 社 名 株式会社幸楽苑ホールディングス 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7554 URL https://hd.kourakuen.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 新井田 昇

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 渡辺 秀夫 (TEL)024-943-3351

四半期報告書提出予定日 2022年11月14日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け )
　

(百万円未満切捨て)

1．2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30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3月期第2四半期 12,674 1.5 △688 - △423 - △1,071 -

2022年3月期第2四半期 12,491 △3.5 △971 - 517 - 341 -
(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 △1,062百万円( -％) 2022年3月期第2四半期 363百万円( -％)
　

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2四半期 △71.20 -

2022年3月期第2四半期 22.67 -

（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3月期第2四半期 11,896 2,559 21.5

2022年3月期 14,143 3,606 25.5
(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 2,554百万円 2022年3月期 3,606百万円

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3月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2023年3月期 - 0.00

2023年3月期(予想) - - -

(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3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

(％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 26,500 5.9 △600 - △400 - △850 - △56.49
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（2022年11月11日）公表いたしました「法人税等調整額の計上及び第2四半期
業績予想数値と実績数値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照お願いします。

　　



※ 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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年3月期2Ｑ 16,774,841株 2022年3月期 16,774,841株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Ｑ 1,722,794株 2022年3月期 1,731,864株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Ｑ 15,046,253株 2022年3月期2Ｑ 15,037,763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

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、実査の業
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Ｐ.3「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2四半期連結累計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）におけるわが国の経済は、3月に「まん延

防止等重点措置」が解除されたのち緩やかな回復傾向にありました。しかしながら、7月以降の新型コロナウイ

ルス変異株の感染者の急増、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による原材料及びエネルギー価格の上昇、世界

的なインフレ率の上昇と日米金利差拡大による急激な円安の進行等が続いたことで景気後退リスクが高まり、

依然として先行きが不透明な状況で推移しております。

外食産業におきましては、新型コロナウイルスの感染者数が高止まりしたことに加え、原材料費、光熱費、

人件費などの店舗運営コストの上昇により、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような経済環境の中、当社グループは、イートイン中心の外食産業からデジタルTechを活用した総合食

品企業への変革を目指し「楽天Payアプリ決済の導入」「幸楽苑のからあげ家におけるモバイルオーダー・事前

決済システムの導入」「タブレット注文システム導入店舗の増加」「各ECサイトにおける販売促進」等の施策

を引き続き推し進めてまいりました。また、商品のブラッシュアップとスタンダードの再確立を最優先課題と

して商品政策を推進し、グランドメニューの更改並びに一部商品の価格改定を実施いたしました。さらに、固

定費管理の徹底等によるコスト削減に積極的に取り組み、収益性の向上に努めてまいりました。このような取

組みにより、売上高及び営業利益は対前期比で改善しております。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は12,674百万円（前年同期比1.5％増）、営業損失

688百万円（前年同期は営業損失971百万円）、経常損失423百万円（前年同期は経常利益517百万円）、親会社

株主に帰属する四半期純損失は1,071百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益341百万円）とな

りました。

また、当第2四半期連結会計期間末のグループ店舗数は、438店舗（前年同期比11店舗減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであり、金額については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んで表

示しております。

① ラーメン事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による限定営業の影響を受けながらも、ラーメン事業においては、

「中華そば」、「中華そばプレミアム」、「餃子極」をコアメニューとしながら、「カレーらーめん」「月見

らーめん」等の期間限定商品を随時投入しました。

店舗展開につきましては、「幸楽苑 since1954＋幸楽苑のからあげ家」に4店舗を業態転換いたしました。店

舗数は、直営店391店舗（前年同期比15店舗減）となり、業態別には「幸楽苑」381店舗、「KOURAKUEN THE

RAMEN CAFE」1店舗、「幸楽苑 since1954＋幸楽苑のからあげ家」6店舗、「幸楽苑の家系らーめんトラック野

郎 since2021」3店舗となりました。また、通販ではECサイトのキャンペーンに参加し認知度アップをはかり、

売上高は62百万円（前年同期比50.5％減）となり、2021年8月より開始した外販では積極的に新規顧客開拓の提

案活動を進め、売上高は5百万円（前年同期比253.9％増）となりました。

この結果、ラーメン事業の売上高は11,386百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

② その他の事業

その他の事業は、フランチャイズ事業（ラーメン業態のフランチャイズ展開）、その他外食事業（洋和食業

態の店舗展開）を行っております。

フランチャイズ事業につきましては、店舗数は17店舗（国内12店舗、海外5店舗）となりました。その他外食

事業につきましては、「焼肉ライク」直営店12店舗、「からやま」直営店7店舗、「赤から」直営店5店舗、

「餃子の味よし」5店舗、「VANSAN」1店舗となりました。

この結果、その他の事業の売上高は1,288百万円（前年同期比0.4％増）となりました。
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（2）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,256百万円減少し、1,904百万円となりました。これは、現金及び預

金が456百万円、流動資産「その他」に含まれる未収入金が826百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて990百万円減少し、9,991百万円となりました。これは、リース資産が

221百万円、投資その他の資産「その他」に含まれる繰延税金資産が591百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2,247百万円減少し、11,896百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて427百万円減少し、5,193百万円となりました。これは、未払法人税等

が226百万円、流動負債「その他」に含まれる未払金が221百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて771百万円減少し、4,144百万円となりました。これは、長期借入金が

529百万円、固定負債「その他」に含まれるリース債務が171百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,199百万円減少し、9,337百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,047百万円減少し、2,559百万円となりました。これは、利益剰余金

が1,071百万円減少したことなどによります。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年3月期の連結業績予想につきましては、2022年5月13日公表の連結業績予想を修正しております。詳細に

つきましては本日（2022年11月11日）公表いたしました「法人税等調整額の計上及び第2四半期業績予想数値と実

績数値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照お願いします。

なお、連結業績予想につきましては、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。
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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3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2022年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,179,750 723,617

売掛金 422,117 461,199

棚卸資産 250,448 294,927

その他 1,309,253 425,228

流動資産合計 3,161,569 1,904,973

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,034,296 4,048,893

土地 1,363,012 1,363,012

リース資産（純額） 1,733,926 1,512,124

その他（純額） 452,113 406,638

有形固定資産合計 7,583,349 7,330,670

無形固定資産 180,488 166,295

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,524,707 1,482,062

その他 1,694,719 1,013,761

貸倒引当金 △1,380 △1,380

投資その他の資産合計 3,218,046 2,494,444

固定資産合計 10,981,884 9,991,410

資産合計 14,143,453 11,896,383

負債の部

流動負債

買掛金 731,524 816,412

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,088,778 1,073,778

未払費用 852,793 846,929

未払法人税等 268,169 41,699

店舗閉鎖損失引当金 33,995 21,382

転貸損失引当金 9,330 4,346

その他 1,636,369 1,388,477

流動負債合計 5,620,962 5,193,027

固定負債

長期借入金 2,415,456 1,886,067

退職給付に係る負債 283,105 275,478

転貸損失引当金 12,903 10,335

役員株式給付引当金 12,330 12,330

資産除去債務 660,083 667,627

その他 1,531,652 1,292,264

固定負債合計 4,915,530 4,144,103

負債合計 10,536,493 9,337,131
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2022年9月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,988,273 2,988,273

資本剰余金 3,084,016 3,084,013

利益剰余金 △27,274 △1,098,635

自己株式 △2,394,033 △2,383,148

株主資本合計 3,650,981 2,590,502

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,791 2,097

退職給付に係る調整累計額 △48,812 △37,719

その他の包括利益累計額合計 △44,020 △35,622

新株予約権 - 4,372

非支配株主持分 - -

純資産合計 3,606,960 2,559,252

負債純資産合計 14,143,453 11,896,383
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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4月1日
　至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日

　至 2022年9月30日)

売上高 12,491,728 12,674,538

売上原価 3,501,005 3,449,208

売上総利益 8,990,722 9,225,330

販売費及び一般管理費 9,962,017 9,913,730

営業損失(△) △971,295 △688,399

営業外収益

受取利息 6,277 1,008

固定資産賃貸料 221,131 85,415

新型コロナウイルス感染症による助成金 1,516,920 326,962

その他 70,608 54,898

営業外収益合計 1,814,937 468,284

営業外費用

支払利息 38,170 33,318

固定資産賃貸費用 209,922 77,305

シンジケートローン手数料 36,951 47,909

その他 41,556 44,947

営業外費用合計 326,600 203,480

経常利益又は経常損失(△) 517,041 △423,595

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 10,266 19,506

収用補償金 31,992 -

賃貸不動産売却益 - 29,749

その他 11,494 20,226

特別利益合計 53,753 69,483

特別損失

減損損失 11,041 72,023

その他 55,439 34,564

特別損失合計 66,480 106,587

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(△)

504,314 △460,700

法人税、住民税及び事業税 98,860 22,720

法人税等調整額 64,401 587,940

法人税等合計 163,261 610,660

四半期純利益又は四半期純損失(△) 341,052 △1,071,360

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)

- -

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(△)

341,052 △1,071,360
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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4月1日
　至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日

　至 2022年9月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) 341,052 △1,071,360

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,023 △2,694

退職給付に係る調整額 23,288 11,092

その他の包括利益合計 22,265 8,397

四半期包括利益 363,318 △1,062,962

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 363,318 △1,062,962

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。

（追加情報）

（コロナウイルス関連）

新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい経営環境が続いております。当第2四半期連結会計

期間においては、既存店の売上高及びお客様数はそれぞれ前年同期比104.7％、102.5％となりました。また、

営業損失についても改善の兆しが見えてきております。

しかし、再び国内の感染者数が増加に転じたことにより、感染症の収束時期が明確に見込めないことから、

状況は改善するもののコロナ禍の影響は継続すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性の判断や固定資産の減

損損失の認識要否の判断等を行っております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　



株式会社幸楽苑ホールディングス(7554) 2023年3月期 第2四半期決算短信

－9 —

3．その他

（1）継続企業の前提に関する重要事象等

2022年3月に「まん延防止等重点措置」が解除されたのち、当社グループの業績は回復傾向にありました。しか

しながら、7月以降に新型コロナウイルス変異株の感染者が急増することで再度外食を自粛する傾向が強まり、業

績への影響が想定よりも長引く結果となりました。8月には感染者数がピークアウトしたことにより売上高は回復

傾向にありますが、原材料費、光熱費、人件費などの店舗運営コストが上昇した結果、当第2四半期連結会計期間

において継続して営業損失を計上しており、当連結会計年度末において当期純損失を計上する見込みとなってお

ります。

この結果、営業損失が継続するとともに、当連結会計年度末において金融機関との間で締結しているシンジケ

ート・ローン契約に付されている財務制限条項に抵触する恐れがあり、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。

このような状況に対して、ランチタイム以外の時間帯に訴求できる新商品の投入、デリバリー・テイクアウト

のさらなる強化、店舗運営コストの上昇を考慮した一部商品の価格改定の実施及び固定費の削減等を実施するこ

とにより営業損失を解消させる計画であるとともに、財務制限条項に抵触する可能性については、金融機関に対

して業績回復に向けた施策を説明し、財務制限条項を適用除外頂くことについて協議を進めております。

以上の状況により、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないと判断しております。

（2）販売の状況

① 品目別販売実績

(単位：千円)
期 別 前第2四半期 当第2四半期 （参考）前期

自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日

至 2021年9月30日 至 2022年9月30日 至 2022年3月31日

品 目 売上高 百分比 売上高 百分比 売上高 百分比

直
営
店
売
上

％ ％ ％

らーめん類 6,273,981 50.2 6,751,055 53.3 12,571,365 50.2

セット類 2,407,358 19.3 2,435,292 19.2 5,005,856 20.0

ギョーザ 827,797 6.6 781,526 6.2 1,517,090 6.1

ごはん類 445,301 3.6 524,257 4.1 889,394 3.6

ドリンク類 158,114 1.3 228,105 1.8 314,387 1.3

洋・和食類 741,718 5.9 765,498 6.0 1,395,464 5.6

その他 1,340,905 10.7 946,192 7.5 2,764,914 11.0

計 12,195,176 97.6 12,431,929 98.1 24,458,472 97.8

ＦＣ店等材料売上 274,163 2.2 219,679 1.7 521,975 2.1

ロイヤリティー収入 19,427 0.2 19,790 0.2 37,962 0.1

そ の 他 2,960 0.0 3,139 0.0 5,420 0.0

合 計 12,491,728 100.0 12,674,538 100.0 25,023,831 100.0

(注) 1．数量は品目が多岐にわたり表示が困難なため、記載を省略しております。

2．千円未満は切り捨てて表示しております。

② 地域別販売実績

(単位：千円)
期 別 前第2四半期 当第2四半期 （参考）前期

自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日

至 2021年9月30日 至 2022年9月30日 至 2022年3月31日

地域別 売上高 百分比 期末
店舗数

売上高 百分比 期末
店舗数

売上高 百分比 期末
店舗数

％ 店 ％ 店 ％ 店

東北 4,186,401 34.4 141 4,387,957 35.3 139 8,379,734 34.3 139

関東 6,355,573 52.1 239 6,470,259 52.0 231 12,821,324 52.4 233

東海 549,863 4.5 16 479,833 3.9 15 1,065,695 4.3 15

北陸甲信越 905,572 7.4 33 904,864 7.3 33 1,803,036 7.4 33

関西 197,767 1.6 3 189,015 1.5 3 388,682 1.6 3

　計 12,195,176 100.0 432 12,431,929 100.0 421 24,458,472 100.0 423

(注) 1．上記の金額は、直営店売上についての地域別販売実績であります。

2．千円未満は切り捨てて表示しております。

　


