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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６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 ％

2021年12月期第２四半期 1,027 8.9 △77 － △78 － △81 －

2020年12月期第２四半期 943 △8.2 △118 － △110 － △114 －
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 △70百万円( －％) 2020年12月期第２四半期 △113百万円( －％)
　

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

2021年12月期第２四半期 △11.88 －

2020年12月期第２四半期 △16.61 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失である
ため、記載しておりません。

　

（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 ％

2021年12月期第２四半期 3,933 1,801 44.0

2020年12月期 4,103 1,871 44.0
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 1,731百万円 2020年12月期 1,805百万円
　　　

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12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 － 0.00

2021年12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
　　　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 3,432 57.3 125 － 120 － 86 － 12.49
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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) 2021年12月期２Ｑ 6,898,800株 2020年12月期 6,898,800株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ －株 2020年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 6,898,800株 2020年12月期２Ｑ 6,881,742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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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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、不要不急

の外出の自粛を求められ、学校の休校をはじめ、イベント等が次々と延期または中止となり、経済活動が停滞し、

多くの業種業態で厳しい状況が続く中、政府及び各自治体が中心となり、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者を

対象に新型コロナワクチンの接種が開始され、各自治体が２回の接種を終えることができるよう、政府を挙げて取

り組んでおり、高齢者への接種に関しては一定の見通しがたってきたものの、すべての国民への接種にはいまだ時

間を要する状況にあることから、景気の先行きは不透明な状況となっております。

このような状況の下、当社グループは、コインランドリーの利点を普及する目的として、テレビＣＭ等により新

たな店舗利用者数の拡大を図る広告施策を積極的に行うとともに、洗剤製造を行う宮崎工場を２月に落成し、試験

運用を経て、製造した洗剤を４月から直営店舗に出荷開始しております。また、必ず待ち時間が発生するコインラ

ンドリーの特徴を活かし、ＷＡＳＨハウスアプリ広告システムによる反応率の高い広告枠を提供する広告事業の運

用など「プラットフォームとしてのコインランドリー事業」の強化を着実に進めるなか、日本国内の店舗展開とし

て、既存エリア及び新規エリアでの営業活動に加え、フランチャイズ（以下、「ＦＣ」という）オーナーの新規開

拓も行いながら、チェーンストア様敷地内へのＦＣ店舗の出店を中心に取り組んでおります。

当第２四半期連結累計期間のＦＣ店舗の新規出店数は９店舗となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,027,374千円（前年同四半期比8.9%増）となり、営業損失は

77,506千円（前年同四半期は118,974千円の営業損失）、経常損失は78,444千円（前年同四半期は110,278千円の経

常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は81,953千円（前年同四半期は114,331千円の親会社株主に帰属する

四半期純損失）となりました。

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セ

グメントの情報を省略しております。なお、コインランドリー事業における主要な部門別の業績は次のとおりであ

ります。

① ＦＣ部門

当第２四半期連結累計期間におけるＦＣ店舗数の推移は以下のとおりであります。

ＦＣ新規出店数は９店舗となった結果、売上高は212,251千円（前年同四半期比27.1％増）となりました。

　（単位：店舗）

エリア
2020年12月31日
現在のＦＣ店舗数

期中増減
2021年６月30日
現在のＦＣ店舗数

関東エリア 37 △２ 35

中部エリア 11 ― 11

関西エリア 25 ― 25

中国エリア 64 (注)△１ 63

四国エリア 23 １ 24

九州エリア 414 (注) １ 415

合 計 574 △１ 573

（注）当第２四半期連結累計期間において、中国エリアでは１店舗を新規出店しましたが、既存ＦＣ店舗のう

ち、２店舗はオーナー様事情により退店となったため、期中増減は１店舗の減少となっております。ま

た、九州エリアでは７店舗を新規出店しましたが、既存ＦＣ店舗のうち３店舗を直営店とし、既存ＦＣ

店舗のうち、３店舗はオーナー様事情により退店となったため、期中増減は１店舗の増加となっており

ます。
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② 店舗管理部門

当社はすべてのＦＣ店舗についてコインランドリー店舗の管理を受託しており、ストック収入を構成する要素と

なっております。前第２四半期連結累計期間は降雨日が多かったこと及びＦＣ店舗の直営店化による店舗減少によ

り当第２四半期連結累計期間の売上高は515,519千円（前年同四半期比0.4％減）となりました。

③ 直営部門その他

当第２四半期連結累計期間の直営店舗数は前年同四半期比で９店舗増加し61店舗となっております。

以上の結果、売上高は299,603千円（前年同四半期比15.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ169,836千円減少の3,933,710千円と

なりました。これは主に、流動資産のたな卸資産が33,030千円、有形固定資産の建物が283,793千円、土地が53,897

千円、その他無形固定資産が86,419千円増加した一方で、流動資産の現金及び預金が402,015千円、その他有形固定

資産が244,190千円減少したこと等によるものであります。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ99,056千円減少の2,132,706千円とな

りました。これは主に、流動負債の１年内返済予定の長期借入金が40,404千円、固定負債の長期借入金が322,781千

円増加した一方で、流動負債の短期借入金が408,000千円、その他流動負債が62,973千円減少したこと等によるもの

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合計は、前連結会計年度末に比べ70,779千円減少の1,801,004千円と

なりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失81,953千円の計上があったこと等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、

402,015千円減少し809,001千円となりました。

当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・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)

営業活動の結果支出した資金は、179,133千円（前年同四半期は223,635千円の支出）となりました。これは主に、

減価償却費の増加が77,958千円計上された一方で、税金等調整前四半期純損失が78,444千円、預り金の減少が

33,464千円、たな卸資産の増加が33,046千円、法人税等の支払額が17,437千円、その他が86,437千円計上されたこ

と等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)

投資活動の結果支出した資金は、175,346千円（前年同四半期は312,155千円の支出）となりました。これは主に、

洗剤工場建設、直営店出店に係る有形固定資産の取得による支出が156,778千円計上されたこと等によるものであり

ます。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、48,941千円（前年同四半期は356,615千円の増加）となりました。これは主に、

長期借入れによる収入が400,000千円あった一方で、短期借入れによる純減額が408,000千円、長期借入金の返済に

よる支出が36,815千円計上されたこと等によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期通期の連結業績予想につきましては、2021年２月８日に公表いたしました予想値から変更はござい

ませんが、今後の業況変動を踏まえ、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。

詳細につきましては、2021年８月６日に公表いたしました「2021年12月期第２四半期連結業績予想と実績値との

差異に関するお知らせ」をご参照ください。
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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
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,211,016 809,001

売掛金 112,933 111,933

営業貸付金 625,856 626,346

たな卸資産 49,067 82,097

その他のたな卸資産 214,376 214,392

その他 134,828 142,100

貸倒引当金 △10,800 △15,000

流動資産合計 2,337,278 1,970,872

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 366,488 650,282

土地 182,163 236,060

その他（純額） 794,274 550,083

有形固定資産合計 1,342,926 1,436,427

無形固定資産 29,981 116,401

投資その他の資産 393,360 410,009

固定資産合計 1,766,268 1,962,838

資産合計 4,103,547 3,933,710

負債の部

流動負債

買掛金 59,417 46,793

短期借入金 538,000 130,000

1年内返済予定の長期借入金 40,080 80,484

未払法人税等 17,601 11,649

預り金 349,805 316,340

賞与引当金 4,986 6,273

その他 224,073 161,099

流動負債合計 1,233,964 752,641

固定負債

長期借入金 129,860 452,641

預り保証金 821,133 823,038

資産除去債務 32,687 34,539

その他 14,118 69,846

固定負債合計 997,799 1,380,065

負債合計 2,231,763 2,132,706
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 995,827 995,827

資本剰余金 925,827 925,827

利益剰余金 △120,270 △202,224

株主資本合計 1,801,383 1,719,430

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 25

為替換算調整勘定 4,637 11,653

その他の包括利益累計額合計 4,613 11,679

非支配株主持分 65,785 69,894

純資産合計 1,871,783 1,801,004

負債純資産合計 4,103,547 3,933,710
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 943,769 1,027,374

売上原価 640,580 711,815

売上総利益 303,189 315,559

販売費及び一般管理費 422,164 393,065

営業損失（△） △118,974 △77,506

営業外収益

受取利息及び配当金 327 535

預り保証金精算益 7,000 2,010

その他 4,488 3,035

営業外収益合計 11,816 5,581

営業外費用

支払利息 532 3,467

投資有価証券評価損 1,146 －

その他 1,441 3,052

営業外費用合計 3,120 6,519

経常損失（△） △110,278 △78,444

税金等調整前四半期純損失（△） △110,278 △78,444

法人税、住民税及び事業税 4,485 4,249

法人税等調整額 228 △169

法人税等合計 4,713 4,079

四半期純損失（△） △114,991 △82,524

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △660 △570

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △114,331 △81,953
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失（△） △114,991 △82,524

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 795 49

為替換算調整勘定 896 11,695

その他の包括利益合計 1,692 11,745

四半期包括利益 △113,299 △70,779

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,961 △74,888

非支配株主に係る四半期包括利益 △337 4,108
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30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（△） △110,278 △78,444

減価償却費 45,710 77,958

預り保証金精算益 △7,000 △2,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,100 4,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 377 1,287

受取利息及び受取配当金 △327 △535

支払利息 532 3,467

売上債権の増減額（△は増加） 87,425 999

投資有価証券評価損益（△は益） 1,146 －

営業貸付金の増減額（△は増加） △132,821 △490

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,155 △33,046

仕入債務の増減額（△は減少） △41,001 △12,623

預り金の増減額（△は減少） △63,885 △33,464

その他 △43,912 △86,437

小計 △226,778 △159,140

利息及び配当金の受取額 276 273

利息の支払額 △347 △2,828

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 3,214 △17,437

営業活動によるキャッシュ・フロー △223,635 △179,133

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 △291,077 △156,778

無形固定資産の取得による支出 △30,024 △16,780

敷金及び保証金の差入による支出 △8,778 △2,309

預り保証金の受入による収入 27,023 15,834

その他 △9,297 △15,312

投資活動によるキャッシュ・フロー △312,155 △175,346

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） 176,000 △408,000

長期借入れによる収入 200,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △23,256 △36,815

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込に
よる収入

60,440 －

リース債務の返済による支出 △2,186 △4,054

新株予約権の行使による株式の発行による収入 606 －

配当金の支払額 △54,989 △71

財務活動によるキャッシュ・フロー 356,615 △48,941

現金及び現金同等物に係る換算差額 △258 1,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △179,434 △402,015

現金及び現金同等物の期首残高 1,255,722 1,211,016

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,076,287 809,001
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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）

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。

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 当座貸越

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

当座貸越限度額 1,308,000千円 800,000千円

借入実行残高 538,000 〃 130,000 〃

差引額 770,000 〃 670,000 〃

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日　至 2020年６月30日）

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

当第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021年６月30日）

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

　


