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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 1,340 13.0 △34 － △34 － △12 －

2020年12月期第２四半期 1,186 △19.2 △111 － △107 － △97 －
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 △20百万円( －％) 2020年12月期第２四半期 △93百万円( －％)
　

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 △1.36 －

2020年12月期第２四半期 △11.13 －
　

（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 4,513 1,631 36.1

2020年12月期 4,342 1,369 31.5
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 1,631百万円 2020年12月期 1,368百万円

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 － 3.50 3.50

2021年12月期 － 0.00

2021年12月期(予想) － 3.50 3.50

(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 3,129 28.9 154 － 153 － 117 － 13.16
(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
　

（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 9,767,000株 2020年12月期 8,889,100株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 266株 2020年12月期 266株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 9,334,594株 2020年12月期２Ｑ 8,795,570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

（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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
　四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。
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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
(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 1,712,391 1,941,203

売掛金 243,583 298,166

営業貸付金 473,238 462,175

商品 394,974 330,040

その他 63,578 81,674

貸倒引当金 △3,740 △3,902

流動資産合計 2,884,026 3,109,358

固定資産

有形固定資産 156,548 153,747

無形固定資産 332,757 301,928

投資その他の資産

投資有価証券 884,775 868,127

その他 155,374 147,395

貸倒引当金 △71,077 △67,155

投資その他の資産合計 969,072 948,368

固定資産合計 1,458,378 1,404,044

資産合計 4,342,404 4,513,403

負債の部

流動負債

買掛金 50,593 60,133

短期借入金 800,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 169,444 249,556

未払法人税等 25,527 14,597

賞与引当金 23,820 25,320

ポイント引当金 16,762 16,436

収納代行預り金 643,083 631,169

その他 363,247 360,089

流動負債合計 2,092,478 1,857,304

固定負債

長期借入金 776,376 920,102

退職給付に係る負債 35,544 41,545

資産除去債務 49,945 49,965

その他 18,149 12,904

固定負債合計 880,014 1,024,516

負債合計 2,972,493 2,881,820

純資産の部

株主資本

資本金 565,143 722,187

資本剰余金 591,459 748,503

利益剰余金 203,371 159,595

自己株式 △159 △159

株主資本合計 1,359,814 1,630,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,096 1,455

その他の包括利益累計額合計 9,096 1,455

新株予約権 1,000 －

純資産合計 1,369,911 1,631,582

負債純資産合計 4,342,404 4,513,403
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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 1,186,718 1,340,876

売上原価 831,232 907,106

売上総利益 355,486 433,769

販売費及び一般管理費 467,372 467,921

営業損失（△） △111,886 △34,151

営業外収益

受取利息 66 50

受取手数料 4,444 4,694

助成金収入 2,271 4,113

解約料収入 2,090 －

投資事業組合運用益 8 2,061

その他 864 563

営業外収益合計 9,745 11,484

営業外費用

支払利息 2,602 4,647

リース解約損 2,113 －

株式交付費 － 5,987

その他 432 1,681

営業外費用合計 5,147 12,317

経常損失（△） △107,287 △34,984

特別利益

固定資産売却益 4,728 710

投資有価証券売却益 12,376 30,119

新株予約権戻入益 － 1,000

負ののれん発生益 － 1,023

特別利益合計 17,104 32,854

特別損失

固定資産除却損 191 638

特別損失合計 191 638

税金等調整前四半期純損失（△） △90,375 △2,768

法人税、住民税及び事業税 15,598 7,723

法人税等調整額 △8,057 2,172

法人税等合計 7,540 9,896

四半期純損失（△） △97,916 △12,664

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △97,916 △12,664
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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（△） △97,916 △12,664

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,519 △7,641

その他の包括利益合計 4,519 △7,641

四半期包括利益 △93,396 △20,306

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △93,396 △20,306
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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）

当社は、2021年３月29日付で、蘇乾聞から第三者割当増資の払込みを受け、資本金が149,984千円、資本準備金

が149,984千円増加しております。

また、2021年５月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、資本金が7,060千円、

資本準備金が7,060千円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が722,187千円、資本準備金が748,503千円となってお

ります。

（重要な後発事象）

取得による企業結合

当社は、2021年７月15日開催の取締役会において、株式会社One Third Residenceの株式を取得して子会社化す

ることを決議しました。また、2021年７月20日付で株式を取得したことにより子会社化しました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社One Third Residence

事業の内容 Fitness Mirrorに関する事業、フィットネスクラブの運営

② 企業結合を行った主な理由

Fitness Mirrorに関する事業において、鍼灸接骨院支援事業のノウハウをコンテンツに活かし、鍼灸接骨

院やデイサービスなどでの活用も促進することで、シナジーが創出できるため。また、フィットネスクラブ

のフランチャイズ展開において、当社の子会社となることにより強固な協力関係を構築し、事業展開のスピ

ードアップを図るため。

③ 企業結合日

2021年７月20日

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得原価につきましては、売主との契約上の守秘義務に基づき非公表としておりますが、公平性・妥当性を

確保するため、第三者機関による評価額を基に、双方協議の上で適切な金額を算出して決定しております。

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

　


