
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年２月期　第１四半期財務・業績の概況（非連結）

 平成18年７月14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.create-restaurants.co.jp/　）  

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

　　　　　　専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19年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日　～　平成18年５月31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 ％

19年２月期第１四半期 7,427 15.1 241 26.4 264 27.2 146 36.1

18年２月期第１四半期 6,451 － 190 － 208 － 107 － 

（参考）18年２月期 26,780  1,975  2,053  880  

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

19年２月期第１四半期 8 52 － － 

18年２月期第１四半期 40 60 － － 

（参考）18年２月期 107 06 － － 

（注）①　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

②　平成17年８月11日付で株式１株を３株に、平成18年３月１日付で株式１株を２株に株式分割を行っております

が、１株当たり四半期（当期）純利益金額は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算しております。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の動向が経済に与える影響等には留意する必要があるもの

の、企業収益の回復、雇用情勢の好転、個人消費の緩やかな回復などにより、景気は回復基調にあり、明るさを取り戻

してまいりました。

　しかしながら外食産業におきましては、食の安全性に対する消費者の関心はますます高まり、同業他社やコンビニエ

ンスストア等中食との競争も激しく、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。

　こうした環境の中、当社は引き続き、首都圏再開発や郊外ショッピングモールの新設に伴う好立地への出店機会を積

極的に獲得し、レストラン部門27店舗、フードコート部門19店舗、合計46店舗の新規出店を実施いたしました。その結

果、当第１四半期会計期間における売上高は7,427百万円(前期比15.1％増）、経常利益264百万円(前期比27.2％増）、

四半期純利益146百万円(前期比36.1％増）となりました。

(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

19年２月期第１四半期 11,156 4,223 37.9 245 69

18年２月期第１四半期 9,163 1,460 15.9 550 98

（参考）18年２月期 10,470 4,335 41.4 504 34
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(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

19年２月期第１四半期 △189 △947 263 899

18年２月期第１四半期 327 △1,549 1,403 646

（参考）18年２月期 2,901 △3,164 1,571 1,773

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

当第１四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、税引前第1四半期純利益、減価償

却費、仕入債務の増加などの増加要因があった一方で、売上債権の増加、前事業年度の利益増加に伴う法人税等の支払

などの要因などにより、前事業年度末に比べ874百万円の減少となりました。その結果、前第１四半期会計期間末に比

べ252百万円増加し、当第１四半期会計期間末の資金残高は899百万円となりました。

当第１四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１四半期会計期間における営業活動によって使用した資金は189百万円（前年同期は327百万円の増加）となりま

した。この主な要因は、税引前第１四半期純利益262百万円、減価償却費256百万円を計上する一方で、売上増加に伴う

売上債権の増加499百万円、また前事業年度の利益増加に伴い、法人税等の支払額565百万円、未払消費税の減少122百万

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１四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947百万円（前年同期比38.8％減）となりました。こ

の主な要因は、有形固定資産取得による支出864百万円及び差入保証金の差入による支出83百万円があったことによるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四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263百万円（同81.2％減）となりました。この主な要

因は、設備投資に伴う短期借入金の増加490百万円、長期借入金による収入300百万円があった一方で、長期借入金の返

済377百万円、配当金の支払129百万円等の支出があったことによるものであります。

３．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日　～　平成19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

中間期 15,650 889 495 0 00 － －

通期 33,000 1,765 927 － 15 00 15 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　53円97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、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、ご来店頂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。

　以上の取組みにより、平成19年２月期の通期の業績は、売上高33,000百万円、経常利益1,765百万円、当期純利益927

百万円を見込んでおります。

　当社は、予め一定以上の集客を見込める商業施設に出店しており、立地条件、賃貸条件、店舗の採算性等の観点から、

好立地を選別した上で、出店候補地を決定しております。そのため、計画した出店数に見合った出店地を十分に確保で

きない場合や、食材に係わる安全性の問題や市況変動等が生じた場合には、当社の業績見通しに影響を与える可能性が

あります。

 （注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  669,724   922,679   1,796,763   

２．売掛金  1,286,586   1,586,870   1,087,197   

３．たな卸資産  140,364   161,850   128,442   

４．前払費用  319,846   152,481   184,083   

５．繰延税金資産  125,637   191,115   191,115   

６．その他  19,758   45,293   13,160   

流動資産合計   2,561,918 28.0  3,060,291 27.4  3,400,762 32.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  5,348,735   6,447,995   5,542,275   

(2）その他  135,126   117,339   122,338   

有形固定資産合計 ※1 5,483,861  59.8 6,565,334  58.9 5,664,614  54.1

２．無形固定資産  58,733  0.6 48,278  0.4 52,754  0.5

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  960,404   1,306,550   1,223,301   

(2）繰延税金資産  73,436   98,211   98,211   

(3）その他  25,448   78,242   30,430   

投資その他の資産合
計

 1,059,289  11.6 1,483,004  13.3 1,351,942  12.9

固定資産合計   6,601,884 72.0  8,096,617 72.6  7,069,311 67.5

資産合計   9,163,802 100.0  11,156,908 100.0  10,470,073 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  725,745   755,539   532,326   

２．短期借入金  900,000   500,000   10,000   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 1,362,040   1,329,360   1,281,320   

４．未払金  1,056,074   1,411,542   701,097   

５．未払費用  493,355   609,678   478,835   

６．未払法人税等  84,691   130,809   563,370   

７．店舗閉鎖損失引当金  6,710   29,032   214,806   

８．その他 ※2 100,984   238,996   308,641   

流動負債合計   4,729,603 51.6  5,004,958 44.8  4,090,397 39.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  2,614,360   1,585,000   1,710,870   

２．長期未払金  156,462   77,235   96,677   

３．その他  203,288   265,891   236,848   

固定負債合計   2,974,111 32.5  1,928,127 17.3  2,044,395 19.5

負債合計   7,703,714 84.1  6,933,086 62.1  6,134,793 58.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   133,652 1.4  1,012,212 9.1  1,012,212 9.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  －   1,224,170   1,224,170   

２．その他資本剰余金  42,500   42,500   42,500   

資本剰余金合計   42,500 0.5  1,266,670 11.4  1,266,670 12.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．第1四半期（当期）
未処分利益

 1,283,935   1,945,348   2,056,807   

利益剰余金合計   1,283,935 14.0  1,945,348 17.4  2,056,807 19.6

Ⅳ　自己株式   － －  △409 0.0  △409 0.0

資本合計   1,460,088 15.9  4,223,822 37.9  4,335,280 41.4

負債資本合計   9,163,802 100.0  11,156,908 100.0  10,470,073 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,451,586 100.0  7,427,333 100.0  26,780,873 100.0

Ⅱ　売上原価   1,872,717 29.0  2,098,500 28.3  7,606,833 28.4

売上総利益   4,578,868 71.0  5,328,832 71.7  19,174,039 71.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   4,388,158 68.0  5,087,807 68.5  17,198,614 64.2

営業利益   190,710 3.0  241,024 3.2  1,975,425 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※1  32,687 0.5  35,880 0.5  143,561 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  15,119 0.2  12,050 0.2  65,884 0.2

経常利益   208,277 3.2  264,855 3.5  2,053,102 7.7

Ⅵ　特別利益 ※3  － －  148,769 2.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※4  16,310 0.3  150,800 2.0  472,644 1.8

税引前第１四半期
（当期）純利益

  191,967 3.0  262,824 3.5  1,580,458 5.9

法人税、住民税及び
事業税

※6  84,378 1.3  116,405 1.6  790,251 3.0

法人税等調整額   － －  － －  △90,252 △0.3

第１四半期（当期）
純利益

  107,588 1.7  146,419 1.9  880,460 3.3

前期繰越利益   1,176,347   1,798,929   1,176,347  

第１四半期（当期）
未処分利益

  1,283,935   1,945,348   2,056,807  
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(3）四半期キャッシュ・フロー計算書

  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間
前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

  
(自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日)

(自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日)

(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税引前第１四半期（当
期）純利益

 191,967 262,824 1,580,458

減価償却費  206,914 256,292 900,546

店舗閉鎖損失引当金
繰入額 

 － － 214,806

減損損失  － 144,315 －

店舗閉鎖損失引当金
戻入額

 △144,842 △148,769 －

受取利息  △0 － △140

支払利息  11,148 7,785 41,295

固定資産除却損  151,425 － 207,653

売上債権の増加額  △456,566 △499,672 △257,177

たな卸資産の増加額  △43,336 △33,408 △31,413

その他資産の増減額
（増加：△） 

 100,907 △49,352 229,845

仕入債務の増加額  308,327 223,213 114,908

未払金の増減額
（減少：△）

 230,091 161,192 154,515

未払費用の増加額  182,584 130,853 169,198

未払消費税等の増減額
（減少：△） 

 △75,678 △122,572 90,795

その他負債の増加額  24,684 52,315 163,613

小計  687,627 385,017 3,578,903

利息の受取額  0 0 140

利息の支払額  △15,747 △9,200 △41,475

法人税等の支払額  △344,438 △565,581 △635,819

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 327,440 △189,764 2,901,750

     

－ 6 －



  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間
前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

  
(自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日)

(自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日)

(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

 △1,437,574 △864,242 △2,783,947

無形固定資産の取得によ
る支出

 △27 － △6,354

差入保証金の差入による
支出

 △122,144 △83,379 △415,670

差入保証金の回収による
収入 

 10,512 130 41,142

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,549,234 △947,492 △3,164,830

     

Ⅲ　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
（減少：△）

 △300,000 490,000 △1,190,000

長期借入れによる収入  2,000,000 300,000 2,000,000

長期借入金の返済による
支出

 △276,618 △377,830 △1,260,828

割賦代金の支払による
支出

 △19,928 △19,928 △79,713

株式の発行による収入  － － 2,102,730

自己株式の取得による
支出

 － － △409

配当金の支払額  － △129,068 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 1,403,453 263,173 1,571,779

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 181,660 △874,083 1,308,698

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 465,048 1,773,747 465,048

Ⅵ　現金及び現金同等物の第1四
半期末（期末）残高

※1 646,709 899,663 1,773,747
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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

項目
前第1四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第1四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

食品材料

  先入先出法による原価法

同左 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。

    建物                   34年

    建物付属設備           15年

    工具器具備品           ５年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (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。

    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。

(2）無形固定資産 

同左

(2）無形固定資産 

同左

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。

（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式によれば新

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、当事業年度の新株発行費の

額、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

税引前当期純利益は同額多く計上さ

れています。
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項目
前第1四半期会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第1四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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

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  

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、

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 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、

特例処理の案件をみたしているた

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

(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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

将来の変動金利によるリスク回

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

(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

(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 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

消費税の処理方法

消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税の処理方法

同左

消費税の処理方法

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

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日   
 至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日  
 至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日 
   至　平成18年２月28日）

──────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当第１四半期会計期間から、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。

　これにより税引前第１四半期純利益

は、144,315千円減少しておりますが、

当社は従来より翌期以降に閉鎖が見込

まれる店舗について店舗閉鎖損失引当

金を計上しているため、当第１四半期

会計期間においては、前期以前に閉鎖

を決定した店舗の固定資産等のうち減

損損失の対象となった固定資産等の簿

価相当額106,421千円について、前期末

に計上した店舗閉鎖損失引当金の戻入

を行っており、特別利益に計上してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、

当該各資産の金額から直接控除してお

ります。

────────

追加情報

前第1四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第1四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ────────  ────────  （外形標準課税）

「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

事業年度から「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64,077千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が

64,077千円減少しております。
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額  ※１．有形固定資産の減価償却累計額  

 　　　　　　　　　　　　　1,311,506千円  　　　　　　　　　　　　　2,164,804千円  　　　　　　　　　　　　　1,955,757千円 

※２．消費税の取扱い ※２．消費税の取扱い  ※２．　　　　────────

　　　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。

同左  

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの  ※１．営業外収益のうち主要なもの  

受取利息　　　　　　　　　 　0千円 

協賛金収入　　　　　　　31,536千円

受取利息　　　　　　　　　 　0千円 

協賛金収入　　　　　　　28,147千円 

受取利息　　　　　　　　　 140千円 

協賛金収入　　　　　　 136,129千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの  

　　　支払利息　　　　　　　  11,148千円 　　　支払利息　　　　　　　   7,785千円 　　　支払利息　　　　　　　  41,295千円 

※３．  　　 ──────── ※３．特別利益のうち主要なもの   ※３．  　　 ──────── 

　　　店舗閉鎖損失引当金戻入額　

　　　　　　　　　　　　　　 148,769千円

店舗閉鎖損失引当金戻入額は、固定

資産の減損会計の適用に伴う、前期末

に計上した店舗閉鎖損失引当金の戻入

106,421千円が含まれております。

※４．  　　 ──────── ※４．特別損失のうち主要なもの   ※４．  　　 ──────── 

店舗閉鎖損　　　　 　　　6,485千円 

減損損失　　　　　　　 144,315千円

当第１四半期会計期間において、減損損失

を計上しており、その内容は以下のとおりで

あります。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

埼玉県与

野市他 

店舗

７店舗

建物 137,083

その他 7,231

合計 － － 144,315

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、また遊休

資産等については物件単位をグルーピングの

最小単位としております。

営業活動から生ずる損益が著しく低下した

店舗について、閉鎖の決定をしたことに伴い、

当該店舗の資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額 144,315千円

を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、対象資産全

てについて、正味売却価額を処分見込価額に

より評価しております。

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額  　５．減価償却実施額 

有形固定資産　　　　　 201,290千円 

無形固定資産　　　　 　　5,224千円

有形固定資産　　　　  249,403千円

無形固定資産　　　 　　 4,475千円

有形固定資産　　　　   879,112千円

無形固定資産　　　 　 　17,276千円

※６．当第１四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。 

※６．当第１四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。  

※６．　　　　────────
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．現金及び現金同等物の当第１四半期期末

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当第１四半期期末

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５月31日現在） 

 現金及び預金勘定 669,724千円 

 預入期間が３ヶ月を　

 超える定期預金
　△23,015千円 

 現金及び現金同等物 646,709千円 

　　　　（平成18年５月31日現在）

 現金及び預金勘定 922,679千円 

 預入期間が３ヶ月を　

 超える定期預金
△23,015千円 

 現金及び現金同等物 899,663千円 

　　（平成18年２月28日現在） 

 現金及び預金勘定 1,796,763千円 

 預入期間が３ヶ月を　

 超える定期預金
　△23,015千円 

 現金及び現金同等物 1,773,747千円 
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（リース取引関係）

前第1四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第1四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18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)

第1四半期
末残高相当
額
(千円)

工具
器具
備品

1,400,908 443,093 957,814

ソフ
ト
ウェ
ア

19,770 10,802 8,967

合計 1,420,678 453,896 966,781

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額
（千円） 

第1四半期
末残高相当
額
(千円)

工具
器具
備品

1,741,806 608,696 6,218 1,126,892

ソフ
ト
ウェ
ア

14,070 8,676 － 5,393

合計 1,755,876 617,373 6,218 1,132,285

 
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

1,567,752 555,969 1,011,782

ソフ
ト
ウェ
ア

14,070 7,973 6,097

合計 1,581,822 563,942 1,017,879

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

未経過リース料四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 266,355千円

１年超 718,126千円

合計 984,481千円

１年内 340,420千円

１年超 817,517千円

合計 1,157,937千円

１年内 311,321千円

１年超 726,555千円

合計 1,037,877千円

 リース資産減損勘定の残高　　6,218千円  

 (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、支払利息

相当額及び減損損失

(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 70,580千円

減価償却費相当額 64,904千円

支払利息相当額 6,472千円

支払リース料 90,515千円

減価償却費相当額 87,507千円

支払利息相当額 6,453千円

減損損失 6,218千円

支払リース料 310,197千円

減価償却費相当額 287,674千円

支払利息相当額 25,707千円

(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

(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

(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 ２．オペレーティング・リース取引

 　　（借主側）

未経過リース料

     （借主側）

未経過リース料

     （借主側）

未経過リース料

１年内 154,174千円

１年超 104,513千円

合計 258,688千円

１年内 158,965千円

１年超 281,050千円

合計 440,015千円

１年内 165,941千円

１年超 320,791千円

合計 486,733千円
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（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成17年５月31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。

当第１四半期会計期間末（平成18年５月31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18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。

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期会計期間末（平成17年５月31日現在）

　当社の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので記載を省

略しております。

当第１四半期会計期間末（平成18年５月31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18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。

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年５月31日）

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年５月31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17年３月１日　至　平成18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）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 550円98銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
40円60銭

１株当たり純資産額 245円69銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
8円52銭

１株当たり純資産額 504円34銭

１株当たり当期純利益

金額
107円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四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株当たり第

１四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18年３月１日付で株式

１株につき２株の割合をもって株式分

割を行っております。

当該株式分割及び前事業年度に行っ

た株式分割が共に前期首に行われたと

仮定した場合の前第１四半期会計期間

における１株当たり情報及び当該株式

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。 

前第１四半期会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年５月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額

91円83銭

１株当たり当期純利

益金額

  6円77銭

なお、潜在株式調整

後１株当たり第1四半

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。

１株当たり純資産額 

252円17銭

１株当たり当期純利

益金額

53円53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。

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。

　１株あたり純資産額　　170円13銭  

　１株あたり当期純利益　 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１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第1四半期会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日)

当第1四半期会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日)

前事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

第１四半期（当期）純利益

（千円）
107,588 146,419 880,460

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益（千円）
107,588 146,419 880,460

期中平均株式数（株） 2,650,000 17,191,880 8,224,314
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　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19年２月期第１四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19年２月期 平成18年２月期

 第１四半期 第１四半期 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 

１株当たり第１四半期（当期）

純利益
8 52 6 77 53 53

１株当たり第１四半期配当金（配

当金）
0 00 0 00 30 00

１株当たり株主資本 245 69 91 83 252 17

　（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

　　　　平成18年５月第１四半期に株式分割を実施

　　　　　効力発生日　平成18年３月１日に１：２の株式分割

－ 16 －



（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────────

 

 

────────

 

 

株式分割について

当社は、平成18年１月13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18年３月１日付をもって、普

通株式１株につき２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　　8,596,000株

(2）分割の方法

平成18年２月28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２株の割

合をもって分割いたします。

３．配当起算日

平成18年３月１日

４．１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割及び当事業年度に

行った株式分割が共に前期首に行わ

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16年３月１日　

　至　平成17年２月28日　

当事業年度

（自　平成17年３月１日　

　至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額

85円06銭

１株当たり当期純利益

39円12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

が存在したいため記載

しておりません。

１株当たり純資産額

252円17銭

１株当たり当期純利益

53円53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

が存在したいため記載

しておりません。
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(5）仕入および販売の状況

 ①仕入実績

当第１四半期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

前第１四半期会計期間

（自平成17年３月１日

　　至平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自平成18年３月１日

　　至平成18年５月31日）

前事業年度

（自平成17年３月１日

    至平成18年２月28日）

仕入高（千円） 構成比（％） 仕入高（千円） 構成比（％） 仕入高（千円） 構成比（％）

 レストラン 1,462,383 76.3 1,837,609 86.2 6,099,515 78.9

 フードコート 455,944 23.8 344,759 16.2 1,714,962 22.2

 その他 △2,274 △0.1 △50,454 △2.4 △81,922 △1.1

 合　計 1,916,053 100.0 2,131,914 100.0 7,732,556 100.0

 （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。

 ３．その他には、本社一括購入による仕入割戻が含まれております。

 

 ②販売実績

 当第１四半期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

前第１四半期会計期間

（自平成17年３月１日

　　至平成17年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自平成18年３月１日

　　至平成18年５月31日）

前事業年度

（自平成17年３月１日

    至平成18年２月28日）

販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％）

 レストラン 4,843,018 75.1 6,172,850 83.1 20,345,062 76.0

 フードコート 1,608,567 24.9 1,254,482 16.9 6,435,812 24.0

 合　計 6,451,586 100.0 7,427,333 100.0 26,780,873 100.0

 （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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