
第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 53,024 59,201

受取手形及び売掛金 16,275 8,588

商品及び製品 49,768 47,313

仕掛品 328 395

原材料及び貯蔵品 1,709 1,640

営業貸付金 54,622 51,918

その他 5,607 4,477

貸倒引当金 △111 △123

流動資産合計 181,226 173,412

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 38,462 37,646

土地 37,307 37,490

その他（純額） 12,177 11,461

有形固定資産合計 87,947 86,598

無形固定資産

のれん 5,898 5,279

その他 5,972 5,511

無形固定資産合計 11,870 10,791

投資その他の資産

敷金及び保証金 22,205 20,826

その他 26,485 26,318

貸倒引当金 △300 △292

投資その他の資産合計 48,390 46,852

固定資産合計 148,208 144,242

繰延資産合計 17 97

資産合計 329,452 317,752

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,635 6,325

電子記録債務 8,717 5,541

短期借入金 38,064 53,767

未払法人税等 1,028 1,257

賞与引当金 1,099 982

1年内償還予定の社債 20,050 9,050

その他 21,482 13,060

流動負債合計 101,078 89,985

固定負債

社債 2,095 17,070

長期借入金 38,593 35,120

退職給付に係る負債 10,592 8,809

ポイント引当金 1,997 －

その他 10,634 9,910

固定負債合計 63,912 70,909

負債合計 164,991 160,895

　

－11－



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 62,504 62,504

資本剰余金 62,464 62,449

利益剰余金 52,270 44,130

自己株式 △1,675 △1,588

株主資本合計 175,563 167,495

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,184 2,586

繰延ヘッジ損益 2 14

土地再評価差額金 △15,274 △15,138

為替換算調整勘定 △280 △527

退職給付に係る調整累計額 △1,351 △1,279

その他の包括利益累計額合計 △14,720 △14,345

非支配株主持分 3,617 3,706

純資産合計 164,460 156,856

負債純資産合計 329,452 317,752
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 61,065 67,131

売上原価 32,022 34,734

売上総利益 29,042 32,397

販売費及び一般管理費 ※1 42,894 ※1 39,457

営業損失（△） △13,851 △7,059

営業外収益

受取利息 34 26

受取配当金 153 146

不動産賃貸料 931 1,177

デリバティブ評価益 31 －

為替差益 － 36

助成金収入 434 362

その他 494 371

営業外収益合計 2,079 2,121

営業外費用

支払利息 140 173

不動産賃貸原価 732 877

デリバティブ評価損 － 24

為替差損 76 －

その他 185 210

営業外費用合計 1,134 1,286

経常損失（△） △12,906 △6,224

特別利益

固定資産売却益 20 111

投資有価証券売却益 21 －

特別利益合計 42 111

特別損失

固定資産除売却損 152 101

減損損失 72 350

災害による損失 38 2

事業構造改革費用 ※2 1,304 －

新型感染症対応による損失 ※3 1,531 －

特別損失合計 3,098 453

税金等調整前四半期純損失（△） △15,963 △6,566

法人税等 838 927

四半期純損失（△） △16,802 △7,494

非支配株主に帰属する四半期純利益 136 92

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △16,938 △7,586
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純損失（△） △16,802 △7,494

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 447 402

繰延ヘッジ損益 △3 11

為替換算調整勘定 907 △241

退職給付に係る調整額 98 73

その他の包括利益合計 1,451 245

四半期包括利益 △15,351 △7,249

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,487 △7,347

非支配株主に係る四半期包括利益 136 98
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９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（△） △15,963 △6,566

減価償却費 3,824 3,517

減損損失 72 350

のれん償却額 408 433

社債発行費 13 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 4

投資有価証券売却損益（△は益） △21 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △275 △118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 377 △1,478

ポイント引当金の増減額（△は減少） △302 －

受取利息及び受取配当金 △187 △172

支払利息 140 173

デリバティブ評価損益（△は益） △31 24

固定資産除売却損益（△は益） 131 △9

災害損失 38 2

助成金収入 △434 △362

事業構造改革費用 1,304 －

新型感染症対応による損失 1,531 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,129 7,692

営業貸付金の増減額（△は増加） 5,439 2,703

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,922 2,463

仕入債務の増減額（△は減少） △15,018 △6,796

未払金の増減額（△は減少） △2,033 △4,027

未払消費税等の増減額（△は減少） △971 140

その他 893 △1,081

小計 △16,854 △3,097

利息及び配当金の受取額 169 156

利息の支払額 △141 △168

法人税等の支払額 △895 △683

助成金の受取額 434 362

事業整理損失の支払額 △315 △394

事業構造改革費用の支払額 － △4,383

新型感染症対応による損失の支払額 △1,457 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,061 △8,208
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

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 △10,860 △11,652

定期預金の払戻による収入 15,660 11,570

有価証券の取得による支出 △1,000 －

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

13,128 －

有形固定資産の取得による支出 △1,122 △1,379

有形固定資産の売却による収入 22 315

無形固定資産の取得による支出 △441 △300

投資有価証券の取得による支出 △9 △0

貸付金の回収による収入 3 10

敷金及び保証金の差入による支出 △294 △148

敷金及び保証金の回収による収入 938 1,306

その他 19 △295

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,043 △573

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） 1,211 8,200

長期借入れによる収入 30 4,070

長期借入金の返済による支出 △180 △40

社債の発行による収入 － 14,908

社債の償還による支出 △25 △11,025

自己株式の取得による支出 △0 △0

非支配株主への配当金の支払額 △9 △9

その他 △1,030 △1,237

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 14,865

現金及び現金同等物に係る換算差額 158 43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,863 6,127

現金及び現金同等物の期首残高 42,731 40,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 39,867 ※1 46,377
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【注記事項】

（会計方針の変更）

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

(１)自社運営のポイント制度に係る収益認識

会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスを提供する自社運営

のポイント制度について、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰

入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来

の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しておりま

す。

(２)他社運営のポイント制度に係る収益認識

購入金額に応じて付与しております他社運営のポイント制度について、従来は販売費及び一般管理費の販売

促進費として計上しておりましたが、取引価格の算定にあたって、第三者のために回収する額と判断し、純額

で収益を認識する方法に変更しております。

(３)年会費等に係る収益認識

連結子会社で計上しておりますカード年会費収益について、履行義務が一定期間にわたり充足されるもので

あるため、年会費の適用期間に対応して収益を計上する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は719百万円、売上原価は80百万円、販売費及び一般管理費

は641百万円、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ２百万円減少しております。ま

た、利益剰余金の当期首残高は413百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示して

いた「ポイント引当金」は、第１四半期連結会計期間より契約負債として「流動負債」の「その他」に含めて

表示することとしました。また、前第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活

動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「ポイント引当金の増減額（△は減少）」は、当第２四半期連

結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。な

お、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020

年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（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」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等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しております。なお、四半期連結財務諸表に

与える影響はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した、新型コロナウイルス感染症の

収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

　 偶発債務

印刷・メディア事業を行っております連結子会社の(株)アスコンにおいて、名古屋市内の小学校に提供しており

ますタブレット端末に不具合が発生いたしました。現在、不具合端末の回収及び代替端末の交換を実施しておりま

すが、今後は安心して端末をご利用いただくためにも全端末の入れ替えを行う方針であり、必要な費用と関係者間

の負担関係を精査中であります。したがって現時点でその影響額を合理的に見積ることが困難であるため、当第２

四半期連結会計期間における連結財務諸表には反映しておりません。

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

給料手当 13,601百万円 12,145百万円

退職給付費用 614百万円 546百万円

賞与引当金繰入額 896百万円 708百万円

広告宣伝費 2,516百万円 1,871百万円

ポイント関連費用 512百万円 －百万円

賃借料 9,659百万円 9,614百万円

※２ 事業構造改革費用

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

不採算店の閉店決議に伴い計上した特別損失であり、その内訳は店舗資産の減損損失等であります。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

該当事項はありません。

※３ 新型感染症対応による損失

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みとして、政府及び各自治体からの緊急事態宣言や各種要請を受け、

当社グループにおいても店舗などの臨時休業を実施いたしました。これに伴う店舗の臨時休業期間中に発生した

固定費(人件費・賃借料・減価償却費等)を新型感染症対応による損失として特別損失に計上しております。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金 51,570 百万円 59,201 百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △11,703 百万円 △12,823 百万円

現金及び現金同等物 39,867 百万円 46,377 百万円

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(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４月１日 至 2020年９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

(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

ビジネス

ウェア

事業

カード

事業

印刷・

メディア

事業

雑貨販売

事業

総合

リペア

サービス

事業

フラン

チャイ

ジー

事業

計

売上高

(1)外部顧客に

　 対する売上高
36,694 2,410 3,590 8,590 3,832 4,789 59,908 1,156 61,065 － 61,065

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高

51 140 854 0 7 － 1,054 8 1,062 △1,062 －

計 36,745 2,551 4,444 8,590 3,840 4,789 60,962 1,165 62,127 △1,062 61,065

セグメント利益又は

損失（△）
△14,413 1,252 △423 511 △595 △84 △13,751 △100 △13,852 0 △13,851

(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、Webメディア事業等を含んでおりま

す。

２. セグメント利益又は損失(△)の調整額０百万円は、セグメント間取引消去であります。

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）

「ビジネスウェア事業」セグメント、「総合リペアサービス事業」セグメント、「その他」セグメント及び報

告セグメントに配分されない全社資産において、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、「ビジネスウェア事業」セグメントで1,011百万円、「総合リペアサービス事

業」セグメントで52百万円、「フランチャイジー事業」セグメントで７百万円、報告セグメントに配分されない

全社資産で20百万円あります。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９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並びに収益の分解情報

(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

ビジネス

ウェア

事業

カード

事業

印刷・

メディア

事業

雑貨販売

事業

総合

リペア

サービス

事業

フラン

チャイ

ジー

事業

計

売上高

顧客との契約から

生じる収益
40,803 1,204 5,420 8,247 4,687 4,880 65,244 795 66,040 － 66,040

その他の収益 － 1,091 － － － － 1,091 － 1,091 － 1,091

(1)外部顧客に

　 対する売上高
40,803 2,296 5,420 8,247 4,687 4,880 66,336 795 67,131 － 67,131

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高

26 135 1,005 0 5 － 1,173 16 1,189 △1,189 －

計 40,829 2,431 6,426 8,247 4,693 4,880 67,509 812 68,321 △1,189 67,131

セグメント利益又は

損失（△）
△7,374 1,162 △404 356 △582 △131 △6,973 △121 △7,094 34 △7,059

(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、Webメディア事業等を含んでおりま

す。

２. セグメント利益又は損失(△)の調整額34百万円は、セグメント間取引消去であります。

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

（報告セグメントの変更）

第１四半期連結会計期間より、従来、「フードサービス事業」及び「その他」に含んでおりました、フランチ

ャイジーの事業を集約し、報告セグメント「フランチャイジー事業」としております。なお、前第２四半期連結

累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示

しております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識

に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「ビジネスウェア事業」セグメントの売

上高は681百万円、セグメント損失は37百万円、「カード事業」セグメントの売上高及びセグメント利益は34百万

円、「総合リペアサービス事業」セグメントの売上高は２百万円それぞれ減少しております。

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）

「ビジネスウェア事業」セグメントにおいて、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「ビジネスウェア事業」セグメントで350百万円であります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

　 １株当たり四半期純損失(△) △340.33円 △152.34円

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) △16,938 △7,586

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失
(△)(百万円)

△16,938 △7,586

普通株式の期中平均株式数(株) 49,770,639 49,802,837

(注)１．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純損失の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間

391,683株、当第２四半期連結累計期間359,333株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２ 【その他】

第58期(2021年４月１日から2022年３月31日)中間配当については、2021年11月12日開催の取締役会において、こ

れを行わない旨を決議いたしました。
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