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「2022年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ  

 

当社は、2021 年８月５日に発表しました表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。 

また、数値(ＸＢＲＬ)データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。  

 

 

１． 訂正の理由  

「2022 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、記載内容の一部に訂正が必要

であることが判明したため、訂正を行うものです。  

 

２． 訂正の内容 

当社は、2021 年８月 13 日の四半期報告書の提出に向けて、繰延税金資産の計上金額の内容を 

改めて精査したところ、82 百万円の計上誤りを発見いたしました。当該誤りを修正することが適切で 

あると判断したため、提出済みの決算短信を訂正させて頂くものであります。 

この訂正により、親会社株主に帰属する四半期純利益 28 百万円は、親会社株主に帰属する四半期 

純損失の 54 百万円に修正となります。 

 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症による助成金は、2021 年６月 30 日までの支援対象期間に 

対し、2021 年７月１日以降に請求を行った金額は 2021 年８月 13 日現在 337 百万円あります。 

これらは、請求実績金額に基づいて、請求が完了した当期第 2 四半期連結会計期間で計上される予定で 

あります。この計上予定額を加味すれば、当期第１四半期連結会計期間の親会社株主に帰属する四半期 

純利益は、本来、実質的に黒字決算であったと認識しております。 
 

３． 訂正箇所 

 訂正の箇所には＿＿を付して表示しております。 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正 

事項については、訂正後のみ全文を記載しております。 

 

以 上 
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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４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 ％

2022年３月期第１四半期 6,259 11.2 △492 － △128 － △54 －

2021年３月期第１四半期 5,630 △44.1 △1,002 － △973 － △741 －
(注) 包括利益 2022年３月期第１四半期 △40百万円( －％) 2021年３月期第１四半期 △725百万円( －％)
　

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

2022年３月期第１四半期 △3.61 －

2021年３月期第１四半期 △49.35 －
　

（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 ％

2022年３月期第１四半期 15,809 3,123 19.8

2021年３月期 17,198 3,163 18.4
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 3,123百万円 2021年３月期 3,163百万円
　

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３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) － － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 14,000 8.1 100 － 250 － 100 － 6.65

通期 28,800 8.4 300 － 600 － 250 － 16.63

　　



※ 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 ： 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
　

（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) 2022年３月期１Ｑ 16,774,841株 2021年３月期 16,774,841株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 1,739,625株 2021年３月期 1,739,625株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 15,035,216株 2021年３月期１Ｑ 15,025,567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Ｐ.３「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１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年6月30日まで）におけるわが国の経済は、新型コロナ

ウイルス感染症の世界的な感染拡大により厳しい状況にあり、依然として先行きが不透明な状況で推移してお

ります。

外食産業におきましては、2021年４月における３度目の緊急事態宣言の発出を受けて、営業時間短縮及び外

出自粛による来店客減少の影響で売上が減少し、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような経済環境の中、当社グループは、イートイン中心の外食産業からデジタルTechを活用した総合食

品企業への変革を目指し「デリバリー、テイクアウト等の中食産業での売上割合を高める施策」や「クレジッ

トカード決済店舗の拡大及び各種電子マネーによる非接触決済の導入によるキャッシュレス決済の推進」等の

施策を推し進めてまいりました。更に、固定費管理の徹底等によるコスト削減に積極的に取り組み、収益性の

向上に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は6,259百万円（前年同期比11.2％増）、営業損失

492百万円（同営業損失1,002百万円）、経常損失128百万円（同経常損失973百万円）、親会社株主に帰属する

四半期純損失は54百万円（同親会社株主に帰属する四半期純損失741百万円）と増収での決算となりました。

また、当第１四半期連結会計期間末のグループ店舗数は、451店舗（前年同期比12店舗減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであり、金額については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んで表

示しております。

① ラーメン事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による限定営業の影響を受けながらも、ラーメン事業においては、

「中華そば」、「中華そばプレミアム」、「餃子極」をコアメニューとしながら、「ごま味噌チャーシューめ

ん」「三元豚味噌らーめん」「つけめん食べ比べセット」等の期間限定商品を随時投入しました。

また、店舗展開につきましては、既存ドミナントエリアの強化と利益率改善を目的として、抜本的構造改革

に伴うスクラップ３店舗を実施いたしました。なお、店舗数は、直営店408店舗（前年同期比９店舗減）とな

り、業態別には「幸楽苑」407店舗、「KOURAKUEN THE RAMEN CAFE」１店舗となりました。

この結果、売上高は5,612百万円（前年同期比12.2％増）となりました。

② その他の事業

その他の事業は、フランチャイズ事業（ラーメン業態のフランチャイズ展開）、その他外食事業（洋和食業

態の店舗展開）を行っております。

フランチャイズ事業につきましては、店舗数は17店舗（国内12店舗、海外５店舗）となりました。その他外

食事業につきましては、「いきなり！ステーキ」直営店４店舗、「焼肉ライク」直営店10店舗、「からやま」

直営店７店舗、「赤から」直営店５店舗となりました。

この結果、その他の事業の売上高は647百万円（前年同期比2.8％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,273百万円減少し、3,354百万円となりました。これは、現金及び預

金が910百万円、流動資産「その他」に含まれる未収入金が381百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて114百万円減少し、12,455百万円となりました。これは、建物及び構

築物が27百万円、リース資産が60百万円、敷金及び保証金が43百万円減少し、投資その他の資産「その他」に含

まれる繰延税金資産が77百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,388百万円減少し、15,809百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて970百万円減少し、7,385百万円となりました。これは、流動負債「そ

の他」に含まれる未払消費税等が503百万円、未払金が420百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて377百万円減少し、5,300百万円となりました。これは、長期借入金が

272百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,348百万円減少し、12,685百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて40百万円減少し、3,123百万円となりました。これは、利益剰余金

が54百万円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期の連結業績予想につきましては、2021年５月13日公表の連結業績予想から変更はございません。

なお、連結業績予想につきましては、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、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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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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,905,317 1,995,064

売掛金 365,517 388,660

棚卸資産 269,662 263,602

その他 1,087,080 706,870

流動資産合計 4,627,579 3,354,197

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,031,609 4,004,207

土地 1,363,012 1,363,012

リース資産（純額） 2,130,219 2,069,894

その他（純額） 497,108 473,364

有形固定資産合計 8,021,949 7,910,478

無形固定資産 152,638 148,119

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,811,004 1,767,906

その他 2,586,236 2,630,346

貸倒引当金 △1,380 △1,380

投資その他の資産合計 4,395,860 4,396,872

固定資産合計 12,570,448 12,455,471

資産合計 17,198,028 15,809,669

負債の部

流動負債

買掛金 822,524 782,110

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,012,112 1,088,778

未払費用 2,018,617 2,000,341

未払法人税等 85,987 74,370

店舗閉鎖損失引当金 36,753 35,820

転貸損失引当金 17,222 13,341

その他 3,363,204 2,390,884

流動負債合計 8,356,423 7,385,647

固定負債

長期借入金 2,504,235 2,232,040

退職給付に係る負債 328,687 311,175

転貸損失引当金 30,188 27,411

資産除去債務 765,703 754,689

その他 2,048,886 1,974,828

固定負債合計 5,677,701 5,300,145

負債合計 14,034,124 12,685,793
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,988,273 2,988,273

資本剰余金 3,084,016 3,084,016

利益剰余金 △401,281 △455,628

自己株式 △2,403,329 △2,403,329

株主資本合計 3,267,678 3,213,331

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,952 3,530

退職給付に係る調整累計額 △108,727 △92,985

その他の包括利益累計額合計 △103,774 △89,455

非支配株主持分 ― ―

純資産合計 3,163,903 3,123,875

負債純資産合計 17,198,028 15,809,669

　



株式会社幸楽苑ホールディングス(7554) 2022年３月期 第１四半期決算短信

－6－

（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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 5,630,002 6,259,973

売上原価 1,717,552 1,739,793

売上総利益 3,912,450 4,520,180

販売費及び一般管理費 4,915,052 5,013,065

営業損失(△) △1,002,602 △492,885

営業外収益

受取利息 4,064 3,431

固定資産賃貸料 143,351 110,182

新型コロナウイルス感染症による助成金 ― 390,115

その他 50,273 41,023

営業外収益合計 197,689 544,752

営業外費用

支払利息 11,691 17,572

固定資産賃貸費用 107,155 105,775

シンジケートローン手数料 26,000 36,499

その他 24,028 20,701

営業外費用合計 168,876 180,549

経常損失(△) △973,788 △128,682

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 10,456 10,266

収用補償金 ― 31,992

その他 81,700 7,534

特別利益合計 92,157 49,793

特別損失

固定資産除却損 4,248 9,826

投資有価証券評価損 10,761 11,796

減損損失 144,374 11,041

新型感染症対応による損失 72,516 ―

店舗閉鎖損失引当金繰入額 ― 10,145

その他 2,587 4,604

特別損失合計 234,489 47,413

税金等調整前四半期純損失(△) △1,116,120 △126,302

法人税、住民税及び事業税 11,890 11,740

法人税等調整額 △386,480 △83,695

法人税等合計 △374,590 △71,955

四半期純損失(△) △741,530 △54,347

非支配株主に帰属する四半期純損失(△) ― ―

親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △741,530 △54,347
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失(△) △741,530 △54,347

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 970 △1,422

退職給付に係る調整額 15,134 15,741

その他の包括利益合計 16,104 14,319

四半期包括利益 △725,425 △40,028

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △725,425 △40,028

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。

（追加情報）

（コロナウイルス関連）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2021年４月25日から６月20日まで緊急事態宣言が発出されたもの

の、新型コロナウイルス感染症の影響については、当第１四半期連結会計期間においては、既存店の売上高及

びお客様数はそれぞれ前年同期比115.3％、112.8％に改善しました。

しかし感染症の収束時期が明確に見込めないことから、状況は改善するものの当連結会計年度期間中もコロ

ナ禍の影響は継続すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性の判断や固定資産の減損損失の認識要否の判断等

を行っております。

なお、当第１四半期連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響に関す

る仮定について重要な変更はありません。
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３．その他

（１）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、2020年２月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大以降、緊急事態宣言の発出等の影響を受

けて売上高が減少しております。当第１四半期連結会計期間においては前年同期比で増収となりましたが、継続

して営業損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

このような状況に対して、イートイン以外での商品提供の拡充、新規事業の立上げ及び、人件費を含めての固

定費の削減等を実施することにより営業損失を解消させる計画であり、また金融機関と締結しているコミットメ

ントライン契約等によって十分な運転資金を確保していることから、継続企業の前提に重要な不確実性は認めら

れないと判断しております。

（２）販売の状況

① 品目別販売実績

(単位：千円)
期 別 前第１四半期 当第１四半期 （参考）前期

自 2020年４月１日 自 2021年４月１日 自 2020年４月１日

至 2020年６月30日 至 2021年６月30日 至 2021年３月31日

品 目 売上高 百分比 売上高 百分比 売上高 百分比

直
営
店
売
上

％ ％ ％

らーめん類 2,867,949 51.0 3,100,111 49.5 13,625,575 51.3

セット類 1,074,985 19.1 1,200,930 19.2 5,247,764 19.8

ギョーザ 415,588 7.4 467,493 7.5 1,894,631 7.1

ごはん類 146,164 2.6 219,972 3.5 926,041 3.5

ドリンク類 106,104 1.9 93,888 1.5 526,819 2.0

洋・和食類 407,440 7.2 378,772 6.0 1,923,709 7.2

その他 501,544 8.9 643,866 10.3 1,917,650 7.2

計 5,519,777 98.1 6,105,034 97.5 26,062,193 98.1

ＦＣ店等材料売上 103,049 1.8 143,997 2.3 451,717 1.7

ロイヤリティー収入 6,070 0.1 10,018 0.2 40,179 0.2

そ の 他 1,104 0.0 923 0.0 11,813 0.0

合 計 5,630,002 100.0 6,259,973 100.0 26,565,903 100.0

(注) １．数量は品目が多岐にわたり表示が困難なため、記載を省略しております。

２．千円未満は切り捨てて表示しております。

② 地域別販売実績

(単位：千円)
期 別 前第１四半期 当第１四半期 （参考）前期

自 2020年４月１日 自 2021年４月１日 自 2020年４月１日

至 2020年６月30日 至 2021年６月30日 至 2021年３月31日

地域別 売上高 百分比 期末
店舗数

売上高 百分比 期末
店舗数

売上高 百分比 期末
店舗数

％ 店 ％ 店 ％ 店

東北 1,985,311 36.0 142 2,060,139 33.7 141 9,041,370 34.7 141

関東 2,742,514 49.7 248 3,213,450 52.6 241 13,423,150 51.5 243

東海 251,257 4.5 17 280,730 4.6 16 1,162,874 4.5 17

北陸甲信越 420,310 7.6 35 449,665 7.4 33 1,954,308 7.5 33

関西 120,383 2.2 4 101,049 1.7 3 480,489 1.8 3

　計 5,519,777 100.0 446 6,105,034 100.0 434 26,062,193 100.0 437

(注) １．上記の金額は、直営店売上についての地域別販売実績であります。

２．千円未満は切り捨てて表示しております。
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