
 平成18年2月期　第3四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成18年　1月　13日

上場会社名　株式会社クリエイト・レストランツ （コード番号：3387　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.creat-restaurants.co.jp/　）  

問合せ先　　代表取締役社長　　　　　　　岡本 晴彦 　ＴＥＬ：（03）5774－9700　　　　

　　　　　　常務取締役管理グループ担当　川井　 潤  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準　

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱

い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け

ております。

２．平成18年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年3月1日　～　平成17年11月30日）

(1）経営成績の進捗状況                                                                  （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年2月期第3四半期 20,210 － 1,714 － 1,773 － 890 －

17年2月期第3四半期 － － － － － － － －

（参考）17年2月期 17,419  1,290  1,319  612  

 

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年2月期第3四半期 151 99 － －

17年2月期第3四半期 － － － －

（参考）17年2月期 234 70 － －

 （注）　四半期業績の開示は、当事業年度より実施のため、前年同四半期の実績及び増減率については記載しておりません。

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

 　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、原油高等のマイナス要因が懸念されるものの、企業収益の回復、雇用情

勢の改善、個人消費の緩やかながらも改善が見られる等、景気は内需を中心とした回復により、踊り場を脱却し好調な推

移を続けております。しかしながら、当外食業界におきましては、国内のＢＳＥ発生以降、食の安全に対する消費者の意

識の高まりが続く中、消費者ニーズの多様化や惣菜、コンビニエンスストア等中食との競争激化等により、依然として厳

しい経営環境が続いております。

　このような状況下、当社は引き続き新規業態の開発および展開に注力してまいりました。店舗展開の状況につきまして

は、期首より当第３四半期末までに、82店舗の新規出店、24店舗の閉店（愛知万博８店舗含む）を実施いたしました。こ

の結果、当第３四半期会計期間の業績につきましては、売上高はレストラン事業14,885百万円、フードコート事業5,324

百万円、合計20,210百万円となりました。また営業利益は1,714百万円、経常利益は1,773百万円、四半期純利益は890百

万円となりました。
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(2）財政状態の変動状況                                                                  （百万円未満切捨て）

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年2月期第3四半期 10,752 4,345 40.4 505 49

17年2月期第3四半期 － － － － －

（参考）17年2月期 7,104 1,352 19.0 510 38

 （注）　四半期業績の開示は、当事業年度より実施のため、前年同四半期の実績及び増減率については記載しておりません。

(3）キャッシュ・フローの状況                                                            （百万円未満切捨て）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年2月期第3四半期 2,147 △2,423 1,899 2,088

17年2月期第3四半期 － － － －

（参考）17年2月期 625 △2,395 1,038 465

 （注）　四半期業績の開示は、当事業年度より実施のため、前年同四半期の実績及び増減率については記載しておりません。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

 　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが2,147百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが2,423百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・

フローが1,899百万円の資金増となりました。その結果、当第３四半期会計期間末の資金残高は2,088百万円となりました。

 　当第３四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　当第３四半期会計期間における営業活動によって得られた資金は2,147百万円となりました。この主な要因は、税引前

四半期純利益1,521百万円、減価償却費百650万円を計上する一方で、店舗数の増加の結果、売上増加に伴う売上債権の増

加425百万円、法人税等の支払額628百万円等があったことによるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

   当第３四半期会計期間における投資活動によって使用した資金は2,423百万円となりました。この主な要因は、有形固

定資産の取得による支出2,075百万円及び差入保証金の差入による支出362百万円があったことによるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　当第３四半期会計期間における財務活動によって得られた資金は1,899百万円となりました。これは、東京証券取引所

マザーズ市場へ株式上場し、それに伴う新株発行による収入2,102百万円、設備投資に伴う長期借入による収入2,000百万

円等があった一方で、短期借入金の返済1,190百万円、長期借入金の返済952百万円等の支出があったことによるものです。

 

３．平成18年2月期の業績予想（平成17年3月1日　～　平成18年2月28日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通期 26,500 2,179 1,110 － 30 0 30 0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　189円　55銭

［業績予想に関する定性的情報等］

 　通期の見通しといたしまして、食文化の成熟に伴いお客様のニーズもますます多様化しつつある中、常に変化し多様

化していくニーズにスピーディに外食コンテンツ（外食業態）を提供する必要性がますます高まっております。このよ

うな状況の下、当社は進化し続ける業態開発力を武器に、マルチブランド・マルチロケーション戦略を着実に推進し、

ご来店いただくお客様にご満足とバリューを提供し、加えて商業施設の価値向上に貢献することで更なる飛躍を目指し

てまいります。

　以上の取り組みにより、平成18年２月期の業績は、売上高26,500百万円、経常利益2,179百万円、当期純利益1,110百

万円を見込んでおります。

 （注）上記の見通しは本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって記載内容と異なる可能性があります。
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１．四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  2,111,702   488,064   

２．売掛金  1,255,206   830,019   

３．たな卸資産  135,424   97,028   

４．前払費用  158,345   454,816   

５．繰延税金資産  147,810   125,637   

６．その他  103,181   4,062   

流動資産合計   3,911,671 36.4  1,999,629 28.2

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  5,356,088   4,001,584   

２．その他  117,425   114,068   

有形固定資産合計 ※１ 5,473,513  50.9 4,115,653  57.9

(2）無形固定資産  55,226  0.5 63,676  0.9

(3) 投資その他資産        

１．差入保証金  1,192,565   848,772   

２．繰延税金資産  94,430   73,436   

３．その他  24,727   3,160   

　 投資その他資産合計  1,311,723  12.2 925,369  13.0

固定資産合計   6,840,463 63.6  5,104,699 71.8

資産合計   10,752,135 100.0  7,104,328 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  597,293   417,418   

２．短期借入金  10,000   1,200,000   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 1,313,320   836,828   

４．未払金  942,902   542,915   

５．未払費用  491,990   310,512   

６．未払法人税等  440,655   344,752   

７．店舗閉鎖損失引当金  －   151,552   

８．その他 ※２ 262,289   179,305   

流動負債合計   4,058,451 37.8  3,983,285 56.1

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  1,986,700   1,416,190   

２．長期未払金  116,605   176,390   

３．その他  245,125   175,962   

固定負債合計   2,348,431 21.8  1,768,542 24.9

負債合計   6,406,882 59.6  5,751,828 81.0

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   1,012,212 9.4  133,652 1.9

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  1,224,170      

２．その他資本剰余金  42,500   42,500   

資本剰余金合計   1,266,670 11.8  42,500 0.6

Ⅲ　利益剰余金        

１．四半期（当期）未処分利
益

 2,066,370   1,176,347   

利益剰余金合計   2,066,370 19.2  1,176,347 16.5

資本合計   4,345,253 40.4  1,352,499 19.0

負債資本合計   10,752,135 100.0  7,104,328 100.0
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２．四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   20,210,685 100.0  17,419,114 100.0

Ⅱ　売上原価   5,717,132 28.3  5,207,817 29.9

売上総利益   14,493,553 71.7  12,211,297 70.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   12,778,748 63.2  10,921,096 62.7

営業利益   1,714,804 8.5  1,290,201 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  113,044 0.6  94,682 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  54,800 0.3  65,662 0.4

経常利益   1,773,049 8.8  1,319,221 7.5

Ⅵ　特別利益   － －  828 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３  251,381 1.2  229,018 1.3

税引前四半期（当期）純
利益

  1,521,667 7.6  1,091,030 6.2

法人税、住民税及び事業
税

※５ 631,644   565,919   

法人税等調整額  － 631,644 3.1 △87,102 478,817 2.7

四半期（当期）純利益   890,023 4.5  612,213 3.5

前期繰越利益   1,176,347   564,134  

四半期(当期)未処分利益   2,066,370   1,176,347  
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３．四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

区分

注
記
番
号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期（当期）純利益  1,521,667 1,091,030

減価償却費  650,741 576,550

貸倒引当金の減少額  － △828

店舗閉鎖損失引当金の
増加額（減少：△）

 △151,552 151,552

受取利息及び受取配当金  △7 △27

支払利息  32,906 47,801

有形固定資産除却損  332,027 56,859

割賦早期弁済差益  － △26,571

売上債権の増加額  △425,186 △173,689

たな卸資産の増加額  △38,395 △36,713

その他資産の減少額（増加：△）  174,393 △352,024

仕入債務の増加額（減少：△）  179,874 △129,834

未払金の増加額  150,253 136,039

未払費用の増加額（減少：△）  181,278 △14,345

未払消費税等の増加額（減少：△）  47,659 △38,256

その他負債の増加額  153,653 52,560

小計  2,809,312 1,340,104

利息及び配当金の受取額  7 27

利息の支払額  △34,194 △51,688

法人税等の支払額  △628,073 △662,771

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,147,051 625,672

Ⅱ　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  － △2,511

定期預金の払戻による収入  － 18,007

有形固定資産の取得による支出  △2,075,184 △2,104,167

無形固定資産の取得による支出  △4,382 △17,022

差入保証金の差入による支出  △362,578 △326,479

差入保証金の回収による収入  18,786 36,659

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,423,359 △2,395,514
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当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

区分

注
記
番
号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額（減少：△）  △1,190,000 1,188,000

長期借入れによる収入  2,000,000 2,300,000

長期借入金の返済による支出  △952,998 △600,408

割賦代金の支払による支出  △59,785 △1,899,099

自己株式の売却による収入  － 50,000

株式の発行による収入  2,102,730 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,899,946 1,038,492

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（減少：
△）

 1,623,638 △731,349

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  465,048 1,196,398

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

※１ 2,088,687 465,048

    

－ 7 －



４．四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

 １．資産の評価基準及び評価 

     方法

たな卸資産

    食品材料

      先入先出法による原価法

たな卸資産

同左

 

 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

 　定率法を採用しております。

 　 ただし、建物（建物付属設備を除く）

    については定額法を採用しておりま

    す。

 　 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

   あります。

(1）有形固定資産

   同左

建物 34年

建物付属設備 15年

工具器具備品 ５年

(2）無形固定資産

  定額法を採用しております。

 　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

   ります。

(2）無形固定資産

    同左

 

営業権 ５年

  ただし、ソフトウェア（自社利用分）

  については、社内における利用可能期

  間（５年）に基づく定額法によってお

  ります。

 ３．繰延資産の処理方法  新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

  新株発行費

 　―――――――――――――――

 （追加情報）

　平成17年９月27日に実施した有償一般募

集（ブックビルディング方式による募集）

による新株式発行（646,000株）は、引受

証券会社が引受価額（3,255円）で買取引

受を行い、当該引受価額とは異なる発行価

格（3,500円）で一般投資家に販売するス

プレッド方式によっております。

　従来の方式では、引受証券会社に対し引

受手数料を支払うことになりますが、スプ

レッド方式では発行価格と引受価額との差

額が事実上の引受手数料となりますので、

引受証券会社に対する引受手数料の支払は

ありません。

　平成17年９月27日の新株式発行に係る引

受価額と発行価格の差額の総額158,270千

円は従来の方法によれば新株発行費として

処理されるべき金額に相当します。

　このため、従来の方式によった場合と比

べ、当第３四半期会計期間の新株発行費の

額と資本金と資本準備金合計額は、

158,270千円少なく、経常利益および税引

前四半期純利益は同額多く計上されていま

す。
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

　同左

(2）店舗閉鎖損失引当金

　店舗閉鎖による損失に備えて、翌四半

期以降に閉鎖が見込まれる店舗について、

損失見積額を計上しております。

(2）店舗閉鎖損失引当金

　店舗閉鎖による損失に備えて、来期以

降に閉鎖が見込まれる店舗について、損

失見積額を計上しております。

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　　同左

６．ヘッジ会計の方法  (1）ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引については、特例処理

の要件を満たしているため、特例処理を採

用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　ヘッジ手段　金利スワップ取引

　　 ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3）ヘッジ方針

  将来の金利変動によるリスク回避を目的

として利用しており、リスクヘッジ目的以

外の取引は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

　同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップ取引については、特例処理

によっているため有効性の評価を省略して

おります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

７．四半期キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

　　同左

８．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(1）消費税等の処理方法

　同左
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　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

 

　　―――――――――――――――――――

 （店舗閉鎖損失引当金）

　従来店舗閉鎖に関わる損失については店舗閉鎖時に

計上しておりましたが、会社の店舗数が大幅に増加して

おり、今後店舗閉鎖に関わる損失の金額的な重要性が高

くなると見込まれること、および当期において店舗閉鎖

検討のためのガイドラインを制定する等社内の意思決定

手続を明確にしたことから、期間損益計算のより一層の

適正化を図るため、期末までに閉鎖の意思決定を行った

店舗に関わる将来の損失見積額を、店舗閉鎖損失引当金

として計上することに変更しました。 

　当該変更により特別損失に店舗閉鎖損失引当金繰入

額が151,552千円計上され、税引前当期純利益は同額減

少しております。

　　追加情報

当第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当四半期会計期間から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。これにより、販売費及び一般管理費が49,455千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が49,455

千円減少しております。

 

　―――――――――――――――――――
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　（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度末
（平成17年２月28日）

  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

     　　　　              1,694,169千円

  ※２．消費税等の取扱い

     　 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、

　　　流動負債のその他に含めて表示しております。

   ※１．有形固定資産の減価償却累計額

     　　　　                1,169,674千円

  　　―――――――――――――――――――

　（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

     　受取利息              　         7千円

     　協賛金収入            　   101,102千円

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

     　受取利息                 　     27千円

　　　 割賦早期弁済差益　　　　　　26,571千円

     　協賛金収入            　    60,354千円

 

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

     　支払利息                 　 32,906千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

     　支払利息                　  47,801千円

 

 　　―――――――――――――――――――

 

 

 

 　４．減価償却実施額

     　有形固定資産           　  635,030千円

     　無形固定資産                12,832千円

　　　 投資その他資産　　　　　　　 2,879千円

 ※３．特別損失のうち主要なもの

     　店舗閉鎖損失引当金繰入額   151,552千円

     　建物付属設備除却損          55,543千円

     　店舗閉鎖損                  20,606千円

 　４．減価償却実施額

     　有形固定資産               560,633千円

     　無形固定資産                14,962千円

　　　 投資その他資産　　　　　　　　 954千円

　※５．当第３四半期会計期間における税金費用について

は、簡便法による税効果会計を適用しているため、

法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しております。

 

　 　　―――――――――――――――――――

 

　（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日

至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成17年11月30日現在） （平成17年２月28日現在）

現金及び預金勘定 2,111,702千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△23,015

 

現金及び現金同等物 2,088,687 

現金及び預金勘定 488,064千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△23,015

 

現金及び現金同等物 465,048 
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　①　リース取引

当第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

四半期末残
高相当額
（千円）

工具器具備品 1,434,588 504,153 930,435

ソフトウェア 19,770 12,779 6,990

合計 1,454,358 516,932 937,425

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 1,142,021 408,086 733,934

ソフトウェア 19,770 9,813 9,956

合計 1,161,791 417,900 743,890

(2）未経過リース料四半期期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 282,061千円

１年超 672,049

合計 954,110

１年内 215,917千円

１年超 545,465

合計 761,383

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 218,359千円

減価償却費相当額 203,217

支払利息相当額 17,973

支払リース料 210,408千円

減価償却費相当額 190,495

支払利息相当額 25,041

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　            同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　            同左

 

２．オペレーティング・リース取引

 

２．オペレーティング・リース取引

（借主側） （借主側）

未経過リース料 未経過リース料

１年内 186,871千円

１年超 360,533

合計 547,404

１年内 89,414千円

１年超 125,615

合計 215,029
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　②　有価証券

当第３四半期会計期間末（平成17年11月30日現在）

　当社は有価証券を保有していないため、該当事項はありません。

前事業年度（平成17年２月28日現在）

　当社は有価証券を保有していないため、該当事項はありません。

　③　デリバティブ取引

当第３四半期会計期間末（平成17年11月30日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております 

前事業年度（平成17年２月28日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

　④　持分法損益等

 当第３四半期会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年11月30日）

 当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

 前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日）

 当社は関連会社がないため、該当事項はありません。
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　（１株当たり情報）

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

１株当たり純資産額 505円　49銭 510円38銭

１株当たり四半期（当期）純利益 151円　99銭 234円70銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

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。

　当社は、平成17年８月11日付で株式

１株につき３株の割合をもって株式分

割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

──────

前事業年度

１株当たり純資産額 170円13銭

１株当たり当期純利益 78円23銭

　なお、潜在株式調整後１株当た

り当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。

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

損益計算書上の四半期（当期）純利益

（千円）
890,023 612,213

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
890,023 612,213

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 5,855,710 2,608,521

　１株当たり指標遡及修正値

　個別財務諸表の概要に記載されている１株当たり指標を平成17年11月第３四半期の数値を基準として、これまでに実

施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。

平成18年２月期 平成17年２月期

第３四半期 第３四半期 期末 

円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期（当期）純利益 151 99 － － 78 23

１株当たり四半期配当金（配当金） 0 00 － － 0 00

１株当たり株主資本 505 49 － － 170 13

　（注）　平成17年８月中間期に株式分割を実施

効力発生日　平成17年８月11日に１：３の株式分割 
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　（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

 　　　―――――――――――――――――――

 

株式分割について

　当社は、平成17年７月15日開催の取締役会において、株

式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。

１　株式分割の目的

　当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を目的と

しております。

２　平成17年８月11日付をもって、普通株式１株につき３

株に分割いたします。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　5,300,000株

(2）分割の方法

　平成17年８月９日最終の株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を１株につき３株の割合を

もって分割いたします。

３　配当起算日

平成17年３月１日

４　１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報及び当該株式分割が当

期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１

株当たり情報は、下記の通りとなります。

前事業年度
（自　平成15年３月１日
至　平成16年２月29日）

当事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

88円50銭 170円13銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

68円03銭 78円23銭

なお、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益について
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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５．仕入及び販売の状況

(1）仕入実績

　当中間会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当第３四半期会計期間

（自平成17年３月１日

　　至平成17年11月30日）

前事業年度

（自平成16年３月１日

    至平成17年２月28日）

 仕入高（千円）  構成比（％） 仕入高（千円）  構成比（％）

 レストラン 4,466,400 76.0 4,435,063 84.4

 フードコート 1,407,925 24.0 821,267 15.6

その他 1,163 0.0 － －

 合　　計 5,875,488 100.0 5,256,330 100.0

　　　　　　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２．金額は、仕入価格で記載しております。

 

(2）販売実績

　当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当第３四半期会計期間

（自平成17年３月１日

　　至平成17年11月30日）

前事業年度

（自平成16年３月１日

    至平成17年２月28日）

 販売高（千円）  構成比（％） 販売高（千円）  構成比（％）

 レストラン 14,885,789 73.7 14,727,386 84.5

 フードコート 5,324,896 26.3 2,691,728 15.5

 合　　計 20,210,685 100.0 17,419,114 100.0

　　　　　　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２．金額は、販売価格で記載しております。
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