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（百万円未満切捨て）

（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 38,668 △4.5 △5,275 － △5,082 － △3,168 －

2020年12月期第２四半期 40,501 △40.8 △11,659 － △12,447 － △13,163 －

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 △2,724百万円（－％） 2020年12月期第２四半期 △14,647百万円（－％）

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 △80.23 －

2020年12月期第２四半期 △352.61 －

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 109,944 34,299 31.1

2020年12月期 105,896 21,011 19.7

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 34,187百万円 2020年12月期 20,896百万円

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） － － －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

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）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

直近の配当予想で未定としておりました、第２四半期末日を配当基準日とする配当につきましては、無配とさせて頂いて

おります。また、期末日を配当基準日とする配当予想額は引き続き未定としております。なお、上記は、普通株式に係る

配当の状況ですが、当社が発行するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の配当につきましても、第２四半期末日を基準日とす

る配当は無配、期末日を配当基準日とする配当予想額は未定とさせて頂いております。



（％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 － － － － － － － － －

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（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

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 45,374,889株 2020年12月期 39,554,189株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 2,122,931株 2020年12月期 2,212,924株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 40,715,773株 2020年12月期２Ｑ 37,332,712株

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）

2021年12月期の連結業績予想につきましては、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が複数の都道府県で対象となってお

り、依然として新型コロナウイルス感染症の収束やそれに伴う顧客需要の回復の時期等が不透明なため、現時点では業績

予想の合理的な見積りが困難であると判断し、引き続き未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった時点

で速やかに公表いたします。本日公表の「2021年12月期 第２四半期決算説明資料」を併せてご覧ください。

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）の算定上控除する自己株式数には、従業員インセンティ

ブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託

Ｅ口）が所有している当社株式を含めております。

※  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

１．本資料に記載し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、実際の業績等は、「天候」「景気動向」等の様々な要因により大きく異なる可

能性があります。

２．本資料の［サマリー情報］、［添付資料］７ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報

等）」に記載している売上高には、その他の営業収入を含めております。

３．四半期決算補足説明資料（「2021年12月期 第２四半期決算 説明資料」）は、当社ホームページに掲載しており

ます。また、四半期決算説明会にて使用する資料につきましては、開催と合わせて当社ホームページに掲載いたし

ます。
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（単位：百万円）

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 13,884 24,394

売掛金 4,662 3,535

たな卸資産 2,047 2,080

その他 4,976 3,236

貸倒引当金 △7 △2

流動資産合計 25,563 33,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,235 12,075

土地 10,334 9,812

リース資産（純額） 20,952 20,164

その他（純額） 6,419 5,657

有形固定資産合計 50,942 47,710

無形固定資産 671 517

投資その他の資産

投資有価証券 13,911 14,451

差入保証金 14,228 13,549

繰延税金資産 55 12

その他 532 467

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 28,719 28,472

固定資産合計 80,333 76,699

資産合計 105,896 109,944

〔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：百万円）

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)

負債の部

流動負債

買掛金 2,810 2,192

短期借入金 24,500 6,640

1年内返済予定の長期借入金 2,952 4,672

未払法人税等 291 269

引当金 449 376

その他 15,724 9,862

流動負債合計 46,728 24,013

固定負債

長期借入金 2,695 17,535

リース債務 29,810 28,528

繰延税金負債 889 1,012

引当金 689 554

資産除去債務 3,757 3,669

その他 313 332

固定負債合計 38,156 51,631

負債合計 84,884 75,645

純資産の部

株主資本

資本金 13,676 13,676

資本剰余金 21,861 28,249

利益剰余金 △11,856 △5,538

自己株式 △3,842 △3,703

株主資本合計 19,838 32,682

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,059 1,507

為替換算調整勘定 △1 △2

その他の包括利益累計額合計 1,058 1,504

新株予約権 － 0

非支配株主持分 114 111

純資産合計 21,011 34,299

負債純資産合計 105,896 109,944
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（単位：百万円）

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 38,503 36,658

売上原価 13,550 11,833

売上総利益 24,953 24,824

その他の営業収入 1,997 2,010

営業総利益 26,951 26,835

販売費及び一般管理費 38,610 32,110

営業損失（△） △11,659 △5,275

営業外収益

受取配当金 73 34

協賛金収入 40 45

助成金収入 111 1,685

その他 183 190

営業外収益合計 408 1,955

営業外費用

支払利息 450 569

資金調達費用 － 327

持分法による投資損失 693 817

その他 52 48

営業外費用合計 1,196 1,762

経常損失（△） △12,447 △5,082

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,375

固定資産売却益 － 98

受取補償金 － 247

持分変動利益 － 519

特別利益合計 － 2,240

特別損失

固定資産除売却損 151 206

減損損失 424 21

店舗閉鎖損失 14 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 112 －

特別損失合計 701 228

税金等調整前四半期純損失（△） △13,149 △3,070

法人税等 531 99

四半期純損失（△） △13,680 △3,169

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △516 △1

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △13,163 △3,168

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

（１）四半期連結損益計算書

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

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（△） △13,680 △3,169

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △969 447

為替換算調整勘定 2 △1

その他の包括利益合計 △966 445

四半期包括利益 △14,647 △2,724

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △14,131 △2,721

非支配株主に係る四半期包括利益 △515 △2

（２）四半期連結包括利益計算書

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

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（△） △13,149 △3,070

減価償却費 3,034 2,611

減損損失 424 21

引当金の増減額（△は減少） 92 △127

受取利息及び受取配当金 △74 △39

支払利息 450 569

資金調達費用 － 327

持分法による投資損益（△は益） 693 817

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,375

固定資産除売却損益（△は益） 149 108

持分変動損益（△は益） － △519

店舗閉鎖損失 14 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,446 1,006

たな卸資産の増減額（△は増加） 365 △53

仕入債務の増減額（△は減少） △2,149 △615

その他 △235 △4,291

小計 △5,938 △4,629

利息及び配当金の受取額 97 38

利息の支払額 △448 △568

法人税等の還付額 13 322

法人税等の支払額 △1,314 △236

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,591 △5,073

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 △1,450 △1,248

有形固定資産の売却による収入 － 647

投資有価証券の売却による収入 － 1,876

関係会社株式の取得による支出 △7,895 －

関係会社株式の売却による収入 － 547

差入保証金の増減額（△は増加） 359 677

店舗閉鎖等による支出 △213 △356

その他 △438 202

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,638 2,347

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） 24,150 △17,860

長期借入れによる収入 4,000 18,500

長期借入金の返済による支出 △526 △1,940

株式の発行による収入 － 15,685

配当金の支払額 △1,062 －

非支配株主への配当金の支払額 △77 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △948 △1,060

その他 △0 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,535 13,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,308 10,524

現金及び現金同等物の期首残高 4,449 13,890

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △13

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,757 24,400

３．四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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４．四半期連結財務諸表に関する注記事項

（１）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（２）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26日開催の株主総会決議に基づき、資本剰余金を利益剰余金に振り替えており、資本剰余金が

9,612百万円減少し、利益剰余金が同額増加しております。

　また、当社は2021年３月31日付で、双日株式会社から普通株式に対する第三者割当増資の払込み9,999百万円並

びに株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社西日本シティ銀行から優先

株式に対する第三者割当増資の払込み総額6,000百万円を受けております。これにより増加した資本金の額は払込

みと同時に資本剰余金に振り替えており、資本剰余金が15,999百万円増加しております。

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期
連結損益
計算書
計上額

（注）３

外食
事業

コント
ラクト
事業

ホテル
事業

食品
事業

計

売上高（注）４

外部顧客への

売上高
21,286 9,436 6,469 1,500 38,691 1,809 40,501 － 40,501

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

202 13 42 2,153 2,412 7 2,419 △2,419 －

計 21,488 9,450 6,511 3,653 41,104 1,816 42,920 △2,419 40,501

セグメント利益

又は損失（△）
△3,084 △1,768 △4,053 △495 △9,403 △1,147 △10,550 △1,897 △12,447

（３）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

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

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループが行っている

機内食事業及び当社が行っている不動産賃貸等の事業であります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額は全社費用であり、主に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。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常損失（△）と調整を行っております。

４　売上高には、その他の営業収入を含めております。

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）

　「外食事業」セグメントにおいて、店舗の閉店が決定されたことにより、回収可能性が認められなくなっ

た事業資産についての減損損失を特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は363百万円で

あります。

　「コントラクト事業」セグメントにおいて、店舗の閉店が決定されたことにより、回収可能性が認められ

なくなった事業資産についての減損損失を特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は60百

万円であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期
連結損益
計算書
計上額

（注）３

外食
事業

コント
ラクト
事業

ホテル
事業

食品
事業

計

売上高（注）４

外部顧客への

売上高
20,983 7,548 7,368 2,374 38,275 393 38,668 － 38,668

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

257 92 33 1,937 2,320 4 2,325 △2,325 －

計 21,240 7,640 7,402 4,312 40,595 397 40,993 △2,325 38,668

セグメント利益

又は損失（△）
326 △678 △2,094 △30 △2,476 △545 △3,022 △2,060 △5,082

Ⅱ　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）

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

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループが行っている

機内食事業及び当社が行っている不動産賃貸等の事業であります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額は全社費用であり、主に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。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常損失（△）と調整を行っております。

４　売上高には、その他の営業収入を含めております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　従来、報告セグメントとして記載しておりました「機内食事業」は、同事業を営むロイヤルインフライト

ケイタリング株式会社（以下、「ＲＩＣ」という。）が、2021年３月31日に実施した第三者割当増資により

当社の株式持分比率が減少し、ＲＩＣは当社の連結子会社から持分法適用会社となったことに伴い重要性が

減少したため、第１四半期連結会計期間より「その他」に含めて記載しております。なお、前第２四半期連

結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

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）

　「外食事業」セグメントにおいて、店舗の閉店が決定されたことにより、回収可能性が認められなくなっ

た事業資産についての減損損失を特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は21百万円であ

ります。
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