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1. 2022年2月期第2四半期の業績（2021年3月1日～2021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 ％

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

2021年2月期第2四半期 1,807 △69.5 △779 ― △777 ― △1,327 ―

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 4.29 ―

2021年2月期第2四半期 △120.50 ―

(2) 財政状態

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 8,214 2,482 30.2

2021年2月期 5,703 1,430 25.1

（参考）自己資本 2022年2月期第2四半期 2,482百万円 2021年2月期 1,430百万円

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

2021年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年2月期 ― 0.00

2022年2月期（予想） ― ― ―

(注) 2022年２月期の配当予想につきましては未定としております。

3. 2022年 2月期の業績予想（2021年 3月 1日～2022年 2月28日）

　新型コロナウイルス感染症の収束目途は立たず経済環境の先行きは依然不透明であり、次期の業績予想及び配当予想に関しましては、現時点では合
理的な算定が困難であることから未定とさせていただきます。今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。



※ 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） 2022年2月期2Q 12,830,200 株 2021年2月期 11,265,300 株

② 期末自己株式数 2022年2月期2Q 252,260 株 2021年2月期 252,260 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年2月期2Q 12,130,825 株 2021年2月期2Q 11,013,040 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

　新型コロナウイルス感染症の収束目途は立たず経済環境の先行きは依然不透明であり、次期の業績予想及び配当予想に関しましては、現時点では合
理的な算定が困難であることから未定とさせていただきます。今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。
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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
(2021年２月28日)

当第２四半期会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,529,854 3,085,312

売掛金 3,812 1,024

原材料及び貯蔵品 73,330 54,690

未収入金 575,177 1,927,088

その他 151,077 158,943

流動資産合計 2,333,253 5,227,058

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,836,894 1,548,199

その他（純額） 218,673 145,436

有形固定資産合計 2,055,568 1,693,635

無形固定資産 74,750 67,011

投資その他の資産

保険積立金 116,015 116,015

差入保証金 1,076,223 1,073,579

その他 47,917 37,546

投資その他の資産合計 1,240,155 1,227,141

固定資産合計 3,370,474 2,987,789

資産合計 5,703,728 8,214,847

負債の部

流動負債

買掛金 12,352 4,139

短期借入金 1,400,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 138,050 202,100

未払金 365,428 113,054

未払費用 756,398 493,755

未払法人税等 189,596 ―

賞与引当金 19,904 34,384

その他 122,209 117,472

流動負債合計 3,003,940 1,764,905

固定負債

長期借入金 461,950 2,835,150

リース債務 101,418 81,987

長期未払金 72,198 61,853

資産除去債務 539,996 535,670

その他 93,837 452,877

固定負債合計 1,269,401 3,967,538

負債合計 4,273,342 5,732,443

純資産の部

株主資本

資本金 631,793 1,132,561

資本剰余金 195,393 694,596

利益剰余金 876,749 928,796

自己株式 △273,550 △273,550

株主資本合計 1,430,385 2,482,404

純資産合計 1,430,385 2,482,404

負債純資産合計 5,703,728 8,214,847
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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 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

売上高 1,807,321 458,063

売上原価 508,088 145,915

売上総利益 1,299,232 312,148

その他の営業収入 9,820 5,909

営業総利益 1,309,052 318,057

販売費及び一般管理費 2,088,395 959,990

営業損失（△） △779,342 △641,933

営業外収益

受取利息 13 15

助成金収入 8,195 ―

雑収入 1,019 4,486

営業外収益合計 9,228 4,501

営業外費用

支払利息 4,213 8,236

支払手数料 3,528 6,447

営業外費用合計 7,742 14,683

経常損失（△） △777,856 △652,114

特別利益

雇用調整助成金 383,187 643,640

助成金収入 ― 1,733,897

特別利益合計 383,187 2,377,537

特別損失

固定資産除却損 455 6,663

減損損失 ― 218,643

店舗閉鎖損失 75,878 973

臨時休業による損失 812,869 1,238,868

特別損失合計 889,203 1,465,148

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,283,873 260,274

法人税、住民税及び事業税 4,800 14,800

法人税等還付税額 ― △166,236

法人税等調整額 38,422 359,662

法人税等合計 43,222 208,226

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,327,095 52,047
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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 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

当第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,283,873 260,274

減価償却費 224,907 176,983

受取利息 △13 △15

支払利息 4,736 8,900

雇用調整助成金 △383,187 △643,640

助成金収入 ― △1,733,897

固定資産除却損 455 6,663

減損損失 ― 218,643

店舗閉鎖損失 68,872 973

売上債権の増減額（△は増加） 33,620 2,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,811 18,640

仕入債務の増減額（△は減少） △133,566 △8,213

未払金の増減額（△は減少） △129,545 △164,600

未払費用の増減額（△は減少） 159,184 △264,445

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,088 14,479

長期前受収益の増減額（△は減少） ― △739

その他 99,521 △104,147

小計 △1,416,163 △2,211,353

利息の受取額 13 15

利息の支払額 △5,372 △7,016

雇用調整助成金の受取額 348,338 570,581

助成金の受取額 ― 642,016

法人税等の還付額 ― 3

法人税等の支払額 △1 △176,233

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,073,184 △1,181,987

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 △35,230 △11,114

無形固定資産の取得による支出 △9,000 △1,975

差入保証金の回収による収入 31,254 31,207

差入保証金の差入による支出 △827 △28,563

長期前払費用の取得による支出 △8,875 △10,167

資産除去債務の履行による支出 ― △42,337

その他の支出 △3,440 △3,840

その他の収入 248 3,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,870 △63,761

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 1,450,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △50,000 △1,400,000

長期借入れによる収入 600,000 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △18,048 △62,750

リース債務の返済による支出 △23,831 △25,669

割賦債務の返済による支出 △4,219 △10,345

株式の発行による収入 ― 999,971

配当金の支払額 △77,091 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,876,809 2,801,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 777,754 1,555,457

現金及び現金同等物の期首残高 1,580,685 1,529,854

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,358,440 3,085,312
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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）

　当社は、2021年４月14日付で、Tech Growth Capital有限責任事業組合から第三者割当増資の払込みを受けま

した。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が500,768千円、資本準備金が499,203千円増加し、当第

２四半期会計期間末において資本金が1,132,561千円、資本剰余金が694,596千円となっております。

（追加情報）

（会計上の見積り）

　緊急事態宣言が新型コロナウイルス感染拡大に伴い、日本政府により発出されておりました。そのため地方

自治体からの自粛要請に従い、当社におきましては対象店舗にて営業時間の短縮や臨時休業を行っておりまし

た。

　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2022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。

（資本金及び資本準備金の額の減少）

　当社は2021年８月12日開催の取締役会において、2021年10月27日開催予定の臨時株主総会に「資本金及び資

本準備金の額の減少」について付議することを決議いたしました。

１ 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

　今後の資本政策の柔軟性・機動性確保と財務内容の健全性維持を目的として、会社法第447条第１項及

び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

２ 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

① 減少する資本金の額

　 資本金1,132,561千円のうち、1,032,561千円を減少させ、100,000千円といたします。

② 減少する資本準備金の額

　 資本準備金694,596千円のうち、594,596千円を減少させ、100,000千円といたします。

③ 資本金及び資本準備金の額の減少方法

　発行済株式総数の変更は行わず、減少させる資本金の額1,032,561千円及び資本準備金の額594,596

千円を合算した金額1,627,158千円の全額をその他資本剰余金へ振替えることといたします。

３ 日程

① 取締役会決議日 2021年８月12日

② 債権者異議申述公告日 2021年９月27日

③ 債権者異議申述最終期日 2021年10月27日

④ 臨時株主総会決議日 2021年10月27日

⑤ 効力発生日 2021年10月28日

　


