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(百万円未満切捨て)
１．2021年６月期の業績（2020年７月１日～2021年６月30日）
（１）経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期 4,320 1.5 △122 － 201 － 13 －

2020年６月期 4,255 6.8 9 △97.0 12 △95.7 △159 －
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年６月期 6.20 6.01 0.8 5.6 △2.8

2020年６月期 △75.77 － △8.7 0.3 0.2
(参考) 持分法投資損益 2021年６月期 －百万円 2020年６月期 －百万円
　　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年６月期 3,747 1,742 46.3 814.73

2020年６月期 3,407 1,730 50.8 821.49
(参考) 自己資本 2021年６月期 1,735百万円 2020年６月期 1,730百万円
　

　

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年６月期 546 △353 89 1,663

2020年６月期 △138 △583 △237 1,380
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2020年６月期 － 0.00 － 5.00 5.00 10 － 0.6

2021年６月期 － 0.00 － 5.00 5.00 10 80.7 0.6
2022年６月期(予想) － － － － － －
(注) 当社は定款において第２四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では配当予想額は未定で

あります。
　　

３．2022年１月期の業績予想（2021年７月１日～2022年１月31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 2,980 － 69 － 90 － 59 － 27.70
　

(注) 当社は2021年９月28日に開催予定の定時株主総会で承認されることを条件として、決算期を６月30日から１月31
日に変更することを予定しております。従いまして、経過期間となる2022年１月期の業績については、７ヵ月間
（2021年７月１日から2022年１月31日）の予想数値を記載しております。そのため、対前期増減率については記
載しておりません。

　　



※ 注記事項
（１）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
　

（２）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６月期 2,130,180 株 2020年６月期 2,106,900 株

② 期末自己株式数 2021年６月期 192 株 2020年６月期 79 株

③ 期中平均株式数 2021年６月期 2,123,578 株 2020年６月期 2,106,869 株

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）
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。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）
　当社は、2021年８月20日（金）に機関投資家・アナリスト向け説明会をする予定です。この説明会で配布する決
算説明資料については、2021年８月13日に当社ウェブサイトに掲載いたします。説明会の模様及び説明内容（動
画）については、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の抑制や個人消費の停滞によ

り、極めて厳しい状況となりました。ワクチン接種が始まる等、対策は進められているものの、改善の見通しは立た

ず、７月に４回目の緊急事態宣言が発令される等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　外食産業におきましても、緊急事態宣言による外出自粛や営業時間短縮要請及び酒類提供禁止要請などの影響によ

り、外食の機会が減少するとともに、感染予防のために店内飲食が避けられる等、厳しい経営環境が続いておりま

す。

当社におきましては、新型コロナウイルス感染症への対策を踏まえながら店舗営業を行いました。また、お客様

がご自宅でもダンダダンの味を楽しんでいただけるように、テイクアウトやデリバリーサービス、ＥＣサイトでの販

売に加え、スーパーでの冷凍餃子の販売を開始しました。

なお、当事業年度は新規直営店7店舗及び新規フランチャイズ店5店舗を出店しております。

上記の結果、当事業年度における当社の業績は、売上高4,320,705千円（前年同期比1.5％増）、営業損失△

122,400千円（前年同期は9,562千円の営業利益）、経常利益201,236千円（前年同期は12,665千円の経常利益）、当

期純利益13,161千円（前年同期は△159,633千円の純損失）となりました。

なお、当社は「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）当期の財政状態の概況

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ340,677千円増加し、3,747,755千円となりました。これは、

流動資産が298,480千円増加し1,982,313千円となったこと、及び固定資産が42,196千円増加し1,765,441千円となっ

たことによるものであります。

流動資産の主な増加は、新規借入に伴う現金及び預金の増加283,674千円によるものであり、固定資産の主な増加

は、新規出店に伴う有形固定資産の増加37,482千円及び差入保証金の増加40,422千円によるものであります。

一方、負債については前事業年度末に比べ328,809千円増加し、2,005,155千円となりました。これは、流動負債

が204,162千円増加し1,007,042千円となったこと、及び固定負債が124,646千円増加し998,112千円となったことに

よるものであります。

流動負債の主な増加は、未払法人税等の増加55,497千円及び買掛金の増加115,253千円によるものであり、固定負

債の主な増加は、新規借入による長期借入金の増加131,892千円によるものであります。

純資産については、前事業年度末に比べ11,868千円増加し、1,742,599千円となりました。これは、主には配当金

の支払10,534千円及び当期純利益13,161千円の計上で、利益剰余金が2,626千円増加したことによるのもでありま

す。

　



株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ(7674) 2021年６月期 決算短信

-3-

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度に比べ282,473千円増加し、

1,663,046千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度の営業活動により増加した資金は546,279千円(前事業年度は138,221千円の減少)であります。本業で

は520,915千円の資金の増加となりましたが、前期発生した未払法人税等の納付や前期の税額を基準とした予定納付

により法人税等の支払額14,710千円等が発生したこと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）

当事業年度の投資活動により減少した資金は353,091千円(前事業年度は583,202千円の減少)であります。主な増

減の内訳は、定期預金の払戻による収入15,105千円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出264,459千

円、敷金及び保証金の差入による支出50,386千円及び長期前払費用の取得による支出22,980千円等の減少要因によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度の財務活動により増加した資金は89,284千円(前事業年度は237,318千円の減少)であります。主な増減

の内訳は、長期借入金の返済による支出736,133千円等の減少要因に対し、長期借入れによる収入836,785千円等の

増加要因にによるものであります。

（４）今後の見通し

次期の業績予想につきましては、決算期変更を予定しているため、2021年７月１日から2022年１月31日の７ヵ月

間を対象期間としております。

2022年１月期の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や飲食店に対する営業自粛

要請解除の見通しが不明瞭な状況ではありますが、ワクチン接種も進みはじめ少しずつお客様の来店も緩やかな回

復傾向に向かうと見込んでおります。

新規出店におきましては、直営店７店舗・フランチャイズ店７店舗の出店を予定しております。

上記の結果、2022年１月期の業績予想は、売上高2,980百万円、営業利益69百万円、経常利益90百万円、当期純利

益59百万円を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、日本国内で事業展開を行っていること、また国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準

につきましては日本基準を採用しております。

なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

　



株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ(7674) 2021年６月期 決算短信

-4-

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当事業年度
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,395,178 1,678,853

売掛金 48,416 111,430

商品及び製品 24,235 28,321

原材料及び貯蔵品 3,303 3,061

前払費用 138,661 132,770

その他 74,035 27,875

流動資産合計 1,683,832 1,982,313

固定資産

有形固定資産

建物 1,537,412 1,673,680

減価償却累計額及び減損損失累計額 △427,285 △555,178

建物（純額） 1,110,126 1,118,501

工具、器具及び備品 232,561 270,782

減価償却累計額及び減損損失累計額 △142,906 △152,061

工具、器具及び備品（純額） 89,655 118,720

リース資産 14,880 －

減価償却累計額 △12,152 －

リース資産（純額） 2,728 －

建設仮勘定 2,955 5,725

有形固定資産合計 1,205,465 1,242,948

無形固定資産

商標権 301 269

ソフトウエア 2,992 17,236

ソフトウエア仮勘定 1,650 3,300

無形固定資産合計 4,944 20,806

投資その他の資産

関係会社株式 － 1,000

出資金 20 135

長期前払費用 43,167 32,076

繰延税金資産 104,588 62,994

差入保証金 365,058 405,481

投資その他の資産合計 512,835 501,686

固定資産合計 1,723,244 1,765,441

資産合計 3,407,077 3,747,755
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当事業年度
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 107,156 222,409

1年内返済予定の長期借入金 387,617 356,377

リース債務 2,946 －

未払金 46,083 69,639

未払費用 107,074 163,554

未払法人税等 26,445 81,942

未払消費税等 43,605 25,807

前受金 1,533 1,900

預り金 29,715 28,323

前受収益 48,074 43,752

株主優待引当金 － 13,325

出店計画中止損失引当金 2,627 －

その他 － 9

流動負債合計 802,880 1,007,042

固定負債

長期借入金 775,663 907,556

資産除去債務 36,022 36,103

その他 61,780 54,452

固定負債合計 873,466 998,112

負債合計 1,676,346 2,005,155

純資産の部

株主資本

資本金 763,845 765,009

資本剰余金

資本準備金 750,445 751,609

資本剰余金合計 750,445 751,609

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 216,772 219,399

利益剰余金合計 216,772 219,399

自己株式 △331 △658

株主資本合計 1,730,730 1,735,359

新株予約権 － 7,239

純資産合計 1,730,730 1,742,599

負債純資産合計 3,407,077 3,747,755
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

当事業年度
(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 4,255,732 4,320,705

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 21,125 24,235

当期商品仕入高 1,193,132 1,156,178

当期製品製造原価 84,140 84,665

合計 1,298,398 1,265,080

商品及び製品期末たな卸高 24,235 28,321

売上原価合計 1,274,162 1,236,759

売上総利益 2,981,570 3,083,946

販売費及び一般管理費

給料及び手当 714,168 815,404

雑給 575,832 447,026

地代家賃 582,616 651,059

減価償却費 139,231 141,179

その他 960,158 1,151,677

販売費及び一般管理費合計 2,972,007 3,206,346

営業利益又は営業損失（△） 9,562 △122,400

営業外収益

受取保険料 3,083 2,123

助成金収入 2,100 327,811

保険解約返戻金 11,096 －

その他 1,258 4,875

営業外収益合計 17,538 334,810

営業外費用

支払利息 9,269 9,970

その他 5,165 1,203

営業外費用合計 14,435 11,173

経常利益 12,665 201,236

特別利益

固定資産売却益 3,373 699

助成金収入 － 23,886

特別利益合計 3,373 24,586

特別損失

固定資産除却損 1,235 11,176

減損損失 156,285 86,394

災害による損失 417 －

店舗閉鎖損失 － 3,232

新型コロナウイルス感染症による損失 35,797 －

出店計画中止損失 11,105 －

特別損失合計 204,841 100,803

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △188,802 125,019

法人税、住民税及び事業税 16,559 70,264

法人税等調整額 △45,728 41,594

法人税等合計 △29,169 111,858

当期純利益又は当期純損失（△） △159,633 13,161
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自2019年７月１日 至2020年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 763,845 750,445 750,445 408,009 408,009 － 1,922,299 1,922,299

当期変動額

剰余金の配当 △31,603 △31,603 △31,603 △31,603

自己株式の取得 △331 △331 △331

当期純損失（△） △159,633 △159,633 △159,633 △159,633

当期変動額合計 － － － △191,236 △191,236 △331 △191,568 △191,568

当期末残高 763,845 750,445 750,445 216,772 216,772 △331 1,730,730 1,730,730

　当事業年度(自2020年７月１日 至2021年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 763,845 750,445 750,445 216,772 216,772 △331 1,730,730 － 1,730,730

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,164 1,164 1,164 2,328 2,328

剰余金の配当 △10,534 △10,534 △10,534 △10,534

自己株式の取得 △326 △326 △326

当期純利益 13,161 13,161 13,161 13,161

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

7,239 7,239

当期変動額合計 1,164 1,164 1,164 2,626 2,626 △326 4,628 7,239 11,868

当期末残高 765,009 751,609 751,609 219,399 219,399 △658 1,735,359 7,239 1,742,599
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

当事業年度
(自 2020年７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

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △188,802 125,019

減価償却費 145,698 146,095

長期前払費用償却額 33,901 33,392

株式報酬費用 － 7,239

固定資産売却損益（△は益） △3,373 △699

減損損失 156,285 86,394

固定資産除却損 1,235 11,176

出店計画中止損失 8,225 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,833 －

株主優待引当金の増減額（△は減少） － 13,325

出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少） 2,627 △2,627

支払利息 9,269 9,970

売上債権の増減額（△は増加） △27,508 △63,014

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,048 △3,843

前払費用の増減額（△は増加） △35,316 1,600

仕入債務の増減額（△は減少） △35,951 115,253

未払金の増減額（△は減少） 4,542 15,798

未払費用の増減額（△は減少） △20,704 56,481

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△10,810 143

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,152 △17,798

預り金の増減額（△は減少） △16,063 △1,392

前受収益の増減額（△は減少） 9,656 △4,321

長期前受収益の増減額（△は減少） △5,210 △7,294

その他 △5,107 14

小計 5,560 520,915

利息及び配当金の受取額 21 17

利息の支払額 △9,679 △10,396

法人税等の支払額 △145,343 △14,710

法人税等の還付額 11,220 50,453

営業活動によるキャッシュ・フロー △138,221 546,279

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 △15,205 △16,307

定期預金の払戻による収入 13,904 15,105

有形固定資産の取得による支出 △503,483 △264,459

有形固定資産の売却による収入 9,475 700

無形固定資産の取得による支出 △320 △17,460

長期前払費用の取得による支出 △49,533 △22,980

敷金及び保証金の差入による支出 △73,881 △50,386

預り保証金の受入による収入 5,327 6,994

保険解約による収入 27,703 －

その他 2,811 △4,297

投資活動によるキャッシュ・フロー △583,202 △353,091
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(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

当事業年度
(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 215,000 836,785

長期借入金の返済による支出 △415,349 △736,133

リース債務の返済による支出 △5,067 △2,946

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 2,328

自己株式の取得による支出 △331 △326

配当金の支払額 △31,568 △10,423

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,318 89,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △958,742 282,473

現金及び現金同等物の期首残高 2,339,315 1,380,573

現金及び現金同等物の期末残高 1,380,573 1,663,046
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（５）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。

(セグメント情報等)

当社の事業セグメントは、飲食事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)

当事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)

１株当たり純資産額 821.49円 814.73円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△75.77円 6.20円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円 6.01円

(注) １．前事業年度については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)

当事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △159,633 13,161

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △159,633 13,161

普通株式の期中平均株式数(株) 2,106,869 2,123,578

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － 67,920

　（うち新株予約権（株）） － 67,920

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

－ －
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(重要な後発事象)

（時短協力金について）

当社は、各自治体に新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業時間短縮要請に伴う時短協力金の支給を申

請をしており、支給決定時点で収益を認識予定です。

なお、提出日現在の時短協力金申請額（当事業年度での支給決定額を除く）及び当事業年度末日後から提出日

現在までの支給決定額は以下の通りです。

（1）提出日現在の時短協力金申請額（当事業年度での支給決定額を除く） 104,233千円

（2）上記のうち、当事業年度末日後から提出日現在までの支給決定額 176千円

（会社分割による持株会社体制への移行）

当社は、2021年７月13日開催の取締役会において、新たに設立した当社100％子会社である「株式会社ダンダダ

ン」（以下、「承継会社」といいます。）を承継会社とし、2022年２月１日（予定）を効力発生日として会社分

割（吸収分割）（以下、「本件会社分割」といいます。）を行うことにより、持株会社体制へ移行するための吸

収分割契約の締結を承認することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結しました。

本件分割後の当社は、2022年２月１日（予定）で商号を「株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディング

ス」に変更するとともに、事業目的を持株会社体制移行後の事業に変更する予定です。なお、本件会社分割によ

る持株会社体制への移行及び定款の一部変更につきましては、2021年９月28日開催予定の当社第20回定時株主総

会（以下、「本総会」といいます。）で関連する議案が承認されることを条件として実施する予定です。

１．持株会社体制への移行の目的

当社は、「街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり～期待以上が当り前、それが我等の心意気～」という理念

のもと、地域の方々に愛される店づくりを目標とし、「肉汁餃子のダンダダン」の単一ブランドで関東圏を中心

に全国で飲食事業を展開しております。

当社の属する外食産業の業界においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛要請や営業

時間短縮要請等の影響を受け、厳しい経営環境が継続しております。

このような状況において、今後、当社事業が更なる発展をしていくためには、機動的な対応が可能な組織とし

ての成長戦略を描き、事業を強化・拡大していくことが必要であると考えております。

そのためには、持株会社体制に移行することにより、経営管理機能と事業執行機能を分離し、それぞれの機能

に特化した体制構築と、権限と責任の明確化により経営のスピードを更に引き上げることで、経営体制を強化す

ることが必要であると判断し、この度純粋持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

２．本件会社分割の要旨

(1) 本件会社分割の日程

持株会社体制移行準備開始決議取締役会 2021年６月15日

　 承継会社の設立 2021年６月28日

　 吸収分割契約承認取締役会 2021年７月13日

　 吸収分割契約締結 2021年７月13日

　 吸収分割契約承認株主総会 2021年９月28日（予定）

　 （当社及び承継会社）

　 吸収分割効力発生日 2022年２月１日（予定）

(2) 吸収分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」といいます。）、当社100％出資の分割準備会社である

株式会社ダンダダンを吸収分割承継会社（以下、「承継会社」といいます。）とし、当社の事業のうち、飲食事

業に関して有する権利義務を承認させる吸収分割により行います。
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(3) 本件分割に係る割当の内容

承継会社である株式会社ダンダダンは、本件分割に際して普通株式900株を発行し、これを全て分割会社である

当社に割当て交付いたします。

(4) 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本件会社分割により増減する資本金

本件会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約書に定めるものを当社から承継いたします。

なお、当社から承継会社に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法によります。

(7) 債務履行の見込み

本件会社分割において、当社に残存する資産の額と承継会社に承継する資産の額はともに当社に残存する負債

の額及び承継会社に承継する負債の額をそれぞれ上回っており、収益状況においても負担すべき債務の履行に支

障を及ぼす事態が予想されていないことから、債務履行の見込みは十分に確保されていると判断いたします。

３．分割当事会社の概要

(1) 商号
株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ

（分割会社）

株式会社ダンダダン

（承継会社）

(2) 主な事業内容 飲食事業 飲食事業

(3) 設立年月日 2001年８月１日 2021年６月28日

(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目19番８号 東京都新宿区西新宿一丁目19番８号

(5) 代表者 代表取締役社長 井石 裕二 代表取締役社長 井石 裕二

(6) 資本金の額 765,009千円 1,000千円

(7) 発行済株式総数 2,130,180株 100株

(8) 決算期 ６月末日 １月末日

(9) 大株主及び

持株比率

井石 裕二 24.55％
田中 竜也 24.55％
株式会社ＢＯＲＡ 11.26％
株式会社ＩＫＩ 11.26％
城野 親徳 1.26％
三井 徳益 0.99％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 0.70％
楽天証券株式会社 0.69％
クレディ・スイス証券株式会社 0.65％
ａｕカブコム証券株式会社 0.52％

当社 100.00％

(10)当事会社の関係 資本関係 承継会社の全株式を分割会社が保有しております。

人的関係 分割会社より承継会社に取締役を１名派遣しております。

取引関係
承継会社は事業を開始していないため、分割会社との取引関係は

ありません。
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(11) 財政状態及び経営成績（2021年６月期）

　 （単位：千円）

株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ

（分割会社）（非連結）

株式会社ダンダダン

(承継会社)

純 資 産 1,742,599 1,000

総 資 産 3,747,755 1,000

１株当たり純資産額(円) 814.73 10,000

売 上 高 4,320,705 －

営 業 損 失 △122,400 －

経 常 利 益 201,236 －

当 期 純 利 益 13,161 －

１株当たり当期純利益金額（円） 6.20 －

(注)１．分割会社は、2022年２月１日付で「株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス」に商号変更予定

です。

　 ２．承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表

記しております。

４．本件会社分割後の当事会社の状況（2022年２月１日現在（予定））

分割会社 承継会社

(1) 商号 株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホー

ルディングス

（2022年２月１日をもって上記商号・名

称に変更予定）

株式会社ダンダダン

(2) 主な事業内容 グループ会社の経営管理等 飲食事業

(3) 本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目19番８号 東京都新宿区西新宿一丁目19番８号

(4) 代表者 代表取締役社長 井石 裕二 代表取締役社長 井石 裕二

(5) 資本金の額 765,009千円 10,000千円

(6) 決算期 １月末日 １月末日

(注)１．分割会社の決算期は、現在の６月末日から１月末日に変更予定です。

５．分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業部門の事業内容

飲食事業

(2) 分割する事業部門の経営成績（2021年６月期）

（単位：千円）

分割事業部門（a） 当社（分割前）（b） 比率（a/b）

売上高 4,320,705 4,320,705 100％

売上総利益 3,083,946 3,083,946 100％

　


