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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31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3四半期 42,432 19.2 △67 ― 1,170 △54.8 666 ―

2022年3月期第3四半期 35,590 11.3 △2,541 ― 2,588 ― △3,843 ―

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　669百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　△3,845百万円 （―％）

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3四半期 32.16 26.72

2022年3月期第3四半期 △180.29 ―

(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3四半期 48,142 30,603 63.5

2022年3月期 48,021 31,147 64.8

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 30,587百万円 2022年3月期 31,130百万円

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 ― 22.00 ― 22.00 44.00

2023年3月期 ― 22.00 ―

2023年3月期（予想） 22.00 44.00

（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. 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 56,000 17.3 0 ― 1,300 △47.4 700 ― 33.74

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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3Q 22,777,370 株 2022年3月期 22,777,370 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 2,224,130 株 2022年3月期 2,046,694 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 20,706,963 株 2022年3月期3Q 21,318,390 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。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２ページ「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長期化している新型コロナウイルスの感染拡大の影響が、３

月下旬のまん延防止等重点措置の解除に伴い一時的に緩和したものの、７月以降の感染再拡大に加え、国際情勢の

緊迫化による地政学的リスクの高まり、原材料・エネルギー価格の高騰、円安の進行などにより、物価が高水準で

推移する中、極めて先行き不透明な状況が続いております。

　外食業界におきましては、新型コロナウイルスの水際対策が徐々に緩和され、客数回復への期待が高まる一方

で、新規感染者数は未だ不安定な推移であり、コロナ禍におけるライフスタイルの変化により夜間帯の外食の自粛

傾向が続いております。また、原材料費・電力料等の著しいコスト増により、さらに厳しい経営環境となっており

ます。

　このような状況の下、当社グループにおきましては、お客様と従業員の安全・安心を第一にウィズコロナに対応

した店舗の環境作りに取り組んでまいりました。また、当社として初めてとなるＭ＆Ａによる新業態の獲得、派生

業態の開発・ブラッシュアップに加え、経年劣化が認められる既存店の内外装に係るメンテナンスを行い、既存店

売上の回復に注力する一方で、不採算店舗を中心に退店や業態変更を実施することで業績の改善に努めてまいりま

した。

　新規出店の状況につきましては、当第３四半期連結累計期間中にベーカリーレストラン・サンマルク直営店２店

舗、生麺専門鎌倉パスタ直営店５店舗、神戸元町ドリア直営店７店舗、サンマルクカフェ直営店６店舗、倉式珈琲

店直営店１店舗をそれぞれ出店（当第３四半期連結累計期間出店数：直営店21店舗）し、これにより当社グループ

全業態の当第３四半期連結会計期間末の合計店舗数は、直営店798店舗、フランチャイズ店29店舗、合計827店舗体

制となりました。

　これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高424億32百万円（前年同期比

19.2％増）、経常利益11億70百万円（前年同期比54.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益６億66百万円

（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失38億43百万円）となりました。

　セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

　レストラン事業売上高は245億16百万円（前年同期比25.0％増）、営業利益は９億92百万円（前年同期営業損失

７億28百万円）となりました。

　喫茶事業売上高は179億16百万円（前年同期比12.1％増）、営業利益は54百万円（前年同期営業損失８億22百万

円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は481億42百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億

21百万円の増加となりました。

　資産の部では、流動資産は203億38百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億23百万円の増加となりまし

た。これは、有形固定資産の取得ならびに配当金の支払等により、現金及び預金が10億９百万円減少した一方、当

第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったことにより、売掛金が13億76百万円増加したこと等による

ものであります。

　固定資産は278億４百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億２百万円の減少となりました。これは減価

償却費ならびに減損損失の計上等により有形固定資産が３億19百万円減少したこと等によるものであります。

　負債の部では、流動負債は65億95百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億43百万円の増加となりまし

た。これは主に買掛金が５億５百万円、未払金が３億85百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。

　固定負債は109億43百万円となり前連結会計年度末と比較して２億78百万円の減少となりました。これは主に資

産除去債務が２億３百万円減少したこと等によるものであります。

　純資産の部は前連結会計年度末と比較して５億43百万円減少して306億３百万円となりました。この結果、自己

資本比率は63.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年11月11日の四半期決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,640,081 14,630,170

売掛金 3,509,740 4,886,304

原材料及び貯蔵品 316,732 404,986

その他 620,176 884,611

貸倒引当金 △371,420 △467,132

流動資産合計 19,715,310 20,338,940

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,638,888 12,237,899

土地 3,648,228 3,648,228

その他（純額） 630,986 712,336

有形固定資産合計 16,918,103 16,598,464

無形固定資産

その他 140,336 127,211

無形固定資産合計 140,336 127,211

投資その他の資産

敷金及び保証金 8,513,537 8,389,394

その他 2,735,051 2,689,711

貸倒引当金 △738 △738

投資その他の資産合計 11,247,850 11,078,368

固定資産合計 28,306,290 27,804,043

資産合計 48,021,601 48,142,983

負債の部

流動負債

買掛金 1,715,522 2,221,004

未払金 2,516,325 2,901,485

未払法人税等 551,827 198,080

引当金 79,687 9,078

資産除去債務 29,595 219,832

未払消費税等 449,846 633,391

その他 308,932 412,463

流動負債合計 5,651,738 6,595,338

固定負債

社債 6,047,451 6,038,901

退職給付に係る負債 274,284 301,279

資産除去債務 4,448,108 4,244,848

その他 452,229 358,678

固定負債合計 11,222,074 10,943,709

負債合計 16,873,813 17,539,047

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,731,177 1,731,177

資本剰余金 3,038,800 3,038,800

利益剰余金 30,807,704 30,548,224

自己株式 △4,450,122 △4,738,323

株主資本合計 31,127,559 30,579,879

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,423 7,252

その他の包括利益累計額合計 3,423 7,252

新株予約権 16,805 16,805

純資産合計 31,147,787 30,603,936

負債純資産合計 48,021,601 48,142,983
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 35,590,796 42,432,448

売上原価 7,960,303 9,803,624

売上総利益 27,630,492 32,628,824

販売費及び一般管理費 30,171,678 32,696,367

営業損失（△） △2,541,186 △67,543

営業外収益

受取利息 3,094 3,074

受取配当金 1,675 2,162

受取賃貸料 176,220 187,643

感染拡大防止協力金 5,309,547 1,081,249

その他 61,891 185,176

営業外収益合計 5,552,428 1,459,307

営業外費用

支払利息 6,274 －

支払賃借料 150,115 164,056

社債発行費 220,308 －

その他 45,576 57,491

営業外費用合計 422,275 221,548

経常利益 2,588,966 1,170,215

特別利益

助成金収入 348,561 76,116

特別利益合計 348,561 76,116

特別損失

固定資産除却損 114,262 117,852

減損損失 2,351,403 185,260

貸倒引当金繰入額 － 95,000

繰上返済手数料 23,892 －

新型コロナウイルス感染症による損失 223,032 －

特別損失合計 2,712,590 398,112

税金等調整前四半期純利益 224,936 848,219

法人税、住民税及び事業税 892,316 225,289

法人税等調整額 3,176,214 △43,070

法人税等合計 4,068,531 182,219

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,843,594 666,000

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

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（△）
△3,843,594 666,000

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,843,594 666,000

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,980 3,829

その他の包括利益合計 △1,980 3,829

四半期包括利益 △3,845,575 669,829

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,845,575 669,829

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（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の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（繰上返済手数料の内容）

　長期借入金の一部期限前返済を実施したことに伴う手数料であります。

（新型コロナウイルス感染症による影響）

　前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。

　四半期連結損益計算書に記載されている「助成金収入」は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金

等であります。また、「新型コロナウイルス感染症による損失」は、新型コロナウイルス感染症に伴う、休業中店

舗の人件費、地代家賃及び減価償却費であります。
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（単位：千円）

報　告　セ　グ　メ　ン　ト
調　整　額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２レストラン 喫茶 計

売上高

直営店売上 19,120,758 15,696,902 34,817,660 － 34,817,660

ロイヤリティ収入 66,290 24,267 90,558 － 90,558

FC関連等売上 425,064 257,512 682,576 － 682,576

外部顧客への売上高 19,612,113 15,978,682 35,590,796 － 35,590,796

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 19,612,113 15,978,682 35,590,796 － 35,590,796

セグメント損失（△） △728,774 △822,800 △1,551,574 △989,611 △2,541,186

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．セグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△989,611千円であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　　　２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「レストラン」「喫茶」セグメントにおいて、当第３四半期連結累計期間中に退店が決定した店舗ならびに

収益性の低下した店舗の固定資産に係る重要な減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額

は、「レストラン」セグメントで1,206,773千円、「喫茶」セグメントで1,144,629千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（単位：千円）

報　告　セ　グ　メ　ン　ト
調　整　額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２レストラン 喫茶 計

売上高

直営店売上 23,977,256 17,611,012 41,588,268 － 41,588,268

ロイヤリティ収入 66,553 27,300 93,853 － 93,853

FC関連等売上 472,243 278,083 750,326 － 750,326

外部顧客への売上高 24,516,052 17,916,396 42,432,448 － 42,432,448

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 24,516,052 17,916,396 42,432,448 － 42,432,448

セグメント利益 992,665 54,737 1,047,402 △1,114,945 △67,543

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,114,945千円であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　2022年７月１日付にて株式会社サンマルク、株式会社バケット及び株式会社函館市場を当社に吸収合併し、

当社の実験業態を運営する事業開発部と併せ、レストラン事業部として、レストラン業態の実験、可能性を追

求することとしたことに伴い、従来、「その他」に含まれていた実験業態に係る事業を「レストラン事業」の

区分に含めております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第３四半期連結累計期間のセグメント情報に

ついては、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第３四半期連結累計期間

に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。

  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「レストラン」「喫茶」セグメントにおいて、当第３四半期連結累計期間中に退店が決定した店舗ならびに

収益性の低下した店舗の固定資産に係る重要な減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額

は、「レストラン」セグメントで102,253千円、「喫茶」セグメントで83,007千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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（単位：千円）

セグメント 金額 前年同期比(％)

レストラン 6,159,400 130.2

喫茶 3,702,369 112.5

合計 9,861,770 123.0

（単位：千円）

セグメント 金額 前年同期比(％)

レストラン 24,516,052 125.0

喫茶 17,916,396 112.1

合計 42,432,448 119.2

（単位：千円）

種類

直営店売上 ロイヤリティ収入 ＦＣ関連等売上 合計

金額
前年同期
比（％）

金額
前年同期
比（％）

金額
前年同期
比（％）

金額
前年同期
比（％）

レストラン 23,977,256 125.4 66,553 100.4 472,243 111.1 24,516,052 125.0

喫茶 17,611,012 112.2 27,300 112.5 278,083 108.0 17,916,396 112.1

合計 41,588,268 119.4 93,853 103.6 750,326 109.9 42,432,448 119.2

３．補足情報

「参考資料」

　第２四半期連結累計期間より、セグメント区分の変更を行っており、前期比較については、変更後の区分方法に

組み替えたものによっております。詳細につきましては、前記「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半

期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報）２．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照くださ

い。

（１）仕入実績

当第３四半期連結累計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（２）販売実績

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（３）種類別販売実績

当第３四半期連結累計期間の種類別販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
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