
 平成19年２月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成19年１月12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　　　　　　　　　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３四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日　～　平成18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 ％

19年２月期第３四半期 23,142 14.5 461 △73.1 530 △70.1 229 △74.2

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

（参考）18年２月期 26,780 53.7 1,975 53.1 2,053 55.6 880 43.8

 

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３四半期 13 34 － －

18年２月期第３四半期 109 87 － －

（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。

ただし、四半期業績の開示は、平成18年２月期より実施のため、平成18年２月期第３四半期の対前年同四半期

増減率は表示しておりません。

②　平成17年８月11日付で普通株式１株を３株に、平成18年３月１日付で普通株式１株を２株に分割しております

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３四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

用情勢の改善などに支えられ、個人消費に弱さが見られるものの、景気は緩やかな拡大を続けてまいりました。しかしな

がら、当外食業界におきましては、食の安全に対する消費者の意識の高まりが依然継続する中、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、景気回復に伴う人件費の圧迫等により、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、当社は引き続き首都圏再開発や駅ビル、郊外ショッピングモール等の新設もしくはリニューアルに

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66店舗、フードコート部門37店舗、合計103店舗の新規出店

を実施いたしました。しかしながら、前事業年度において高採算店舗であった「フェスティバルフードコート　愛知万

博」の収益寄与が当事業年度は剥落したことに加え、新規店舗の人材募集に係わる諸費用の増加が影響し、その結果、当

第３四半期会計期間における売上高は23,142百万円(前年同期比14.5％増)、営業利益は461百万円(前年同期比73.1％減)、

経常利益は530百万円（前年同期比70.1％減)、四半期純利益は229百万円(前年同期比74.2％減)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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月期第３四半期 12,691 4,306 34.0 250 51

18年２月期第３四半期 10,752 4,345 40.4 505 49

（参考）18年２月期 10,470 4,335 41.4 504 34

(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３四半期 224 △2,967 1,259 290

18年２月期第３四半期 2,147 △2,423 1,899 2,088

（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224百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが2,967百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フ

ローが1,259百万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290百万円となりました。

 　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224百万円（前年同期比89.6％減）となりました。こ

の主な要因は、税引前四半期純利益428百万円、減価償却費883百万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592百万円、法人税等の支払額891百万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2,967百万円（前年同期比22.5％増）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2,512百万円及び差入保証金の差入による支出478百万円があったことに

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1,259百万円（前年同期比33.7％減）となりました。

この主な要因は、設備投資に伴う長期借入による収入1,950百万円、短期借入による収入790百万円等があった一方で、長

期借入金の返済1,078百万円等の支出があったことによるものです。

 

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

百万円 百万円 百万円

通期 32,000 1,090 606

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 35円　28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、画一的な味、画

一的なサービスが主体のチェーンの魅力は相対的に低下の傾向にある一方、常に変化し多様化していくニーズに機敏に

対応し、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。

　以上の取り組みと足元の売上動向等を勘案し、平成19年２月期の業績は、売上高32,000百万円、経常利益1,090百万

円、当期純利益606百万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）上記の業績予想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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４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

18年２月期 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0

19年２月期（実績） ― ― ― ― ―

19年２月期（予想） ― ― ― 15.0 15.0
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５．四半期財務諸表等

（１）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年11月30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  2,111,702   290,041   1,796,763   

２．売掛金  1,255,206   1,679,968   1,087,197   

３．たな卸資産  135,424   198,534   128,442   

４．前払費用  158,345   176,167   184,083   

５．繰延税金資産  147,810   95,541   191,115   

６．その他  103,181   388,912   13,160   

流動資産合計   3,911,671 36.4  2,829,165 22.3  3,400,762 32.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物  5,356,088   7,751,511   5,542,275   

２．その他  117,425   152,838   122,338   

　有形固定資産合計 ※１ 5,473,513  50.9 7,904,350  62.3 5,664,614  54.1

(2）無形固定資産  55,226  0.5 30,764  0.2 52,754  0.5

(3) 投資その他の資産           

１．差入保証金  1,192,565   1,691,013   1,223,301   

２．繰延税金資産  94,430   104,384   98,211   

３．その他  24,727   132,266   30,430   

　投資その他の資産

　合計
 1,311,723  12.2 1,927,664  15.2 1,351,942  12.9

固定資産合計   6,840,463 63.6  9,862,779 77.7  7,069,311 67.5

資産合計   10,752,135 100.0  12,691,945 100.0  10,470,073 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年11月30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  597,293   796,791   532,326   

２．短期借入金  10,000   800,000   10,000   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 1,313,320   1,544,220   1,281,320   

４．未払金  942,902   1,709,879   701,097   

５．未払費用  491,990   735,142   478,835   

６．未払法人税等  440,655   －   563,370   

７．店舗閉鎖損失引当金  －   －   214,806   

８．その他 ※２ 262,289   179,499   308,641   

流動負債合計   4,058,451 37.8  5,765,533 45.4  4,090,397 39.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  1,986,700   2,319,160   1,710,870   

２．長期未払金  116,605   4,593   96,677   

３．その他  245,125   295,875   236,848   

固定負債合計   2,348,431 21.8  2,619,628 20.6  2,044,395 19.5

負債合計   6,406,882 59.6  8,385,161 66.0  6,134,793 58.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,012,212 9.4  － －  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   

資本剰余金合計   1,266,670 11.8  － －  1,266,670 12.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．四半期（当期）未処
分利益

 2,066,370   －   2,056,807   

利益剰余金合計   2,066,370 19.2  － －  2,056,807 19.6

Ⅳ　自己株式   － －  － －  △409 0.0

資本合計   4,345,253 40.4  － －  4,335,280 41.4

負債資本合計   10,752,135 100.0  － －  10,470,073 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年11月30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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   － －  1,012,212 8.0  － －

　２．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   －   

資本剰余金合計   － －  1,266,670 10.0  － －

　３．利益剰余金           

　（１）その他利益
　　　　剰余金

          

　　　繰越利益剰余金  －   2,028,310   －   

利益剰余金合計   － －  2,028,310 16.0  － －

  ４．自己株式   － －  △409 0.0    

株主資本合計   － －  4,306,783 34.0  － －

純資産合計   － －  4,306,783 34.0    

負債純資産合計   － －  12,691,945 100.0  － －
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（２）四半期損益計算書

  
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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   20,210,685 100.0  23,142,142 100.0  26,780,873 100.0

Ⅱ　売上原価   5,717,132 28.3  6,557,927 28.3  7,606,833 28.4

売上総利益   14,493,553 71.7  16,584,214 71.7  19,174,039 71.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   12,778,748 63.2  16,122,696 69.7  17,198,614 64.2

営業利益   1,714,804 8.5  461,518 2.0  1,975,425 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  113,044 0.6  120,362 0.5  143,561 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  54,800 0.3  51,462 0.2  65,884 0.2

経常利益   1,773,049 8.8  530,418 2.3  2,053,102 7.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  151,349 0.7  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  251,381 1.2  253,292 1.1  472,644 1.8

税引前四半期（当
期）純利益

  1,521,667 7.6  428,476 1.9  1,580,458 5.9

法人税、住民税及び
事業税

※６ 631,644   199,095   790,251   

法人税等調整額  － 631,644 3.1 － 199,095 0.9 △90,252 699,998 2.6

四半期（当期）純利
益

  890,023 4.5  229,381 1.0  880,460 3.3

前期繰越利益   1,176,347   －   1,176,347  

四半期(当期)未処分
利益

  2,066,370   －   2,056,807  
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（３）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

　　

合計 繰越利益

剰余金

平成18年２月28日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,056,807 2,056,807 △409 4,335,280 4,335,280

当第３四半期会計期間中の変
動額          

剰余金の配当（千円）（注）     △257,878 △257,878  △257,878 △257,878

四半期純利益（千円）     229,381 229,381  229,381 229,381

当第３四半期会計期間中の変
動額合計（千円）

－ － － － △28,497 △28,497 － △28,497 △28,497

平成18年11月30日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,028,310 2,028,310 △409 4,306,783 4,306,783

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18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
    

税引前四半期（当期）

純利益
 1,521,667 428,476 1,580,458

減価償却費  650,741 883,384 900,546

減損損失  － 144,315 －

店舗閉鎖損失引当金繰

入額
 － － 214,806

店舗閉鎖損失引当金戻

入額
 △151,552 △151,349 －

受取利息及び受取配当

金
 △7 △13 △140

支払利息  32,906 28,110 41,295

固定資産除却損  332,027 84,477 207,653

割賦早期弁済差益  － 5,417 －

売上債権の増加額  △425,186 △592,770 △257,177

たな卸資産の増加額  △38,395 △70,091 △31,413

その他資産の増減額

（増加：△）
 174,393 △187,010 229,845

仕入債務の増加額  179,874 264,465 114,908

未払金の増加額  150,253 228,467 154,515

未払費用の増加額  181,278 256,401 169,198

未払消費税等の増減額

（減少：△）
 47,659 △169,021 90,795

その他負債の増減額

（減少：△）
 153,653 △8,460 163,613

小計  2,809,312 1,144,797 3,578,903

利息及び配当金の受取

額
 7 13 140

利息の支払額  △34,194 △29,656 △41,475

法人税等の支払額  △628,073 △891,091 △635,819

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 2,147,051 224,062 2,901,750
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前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18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
    

定期預金の払戻による

収入
 － 23,015 －

有形固定資産の取得に

よる支出
 △2,075,184 △2,512,546 △2,783,947

無形固定資産の取得に

よる支出
 △4,382 － △6,354

差入保証金の差入によ

る支出
 △362,578 △478,331 △415,670

差入保証金の回収によ

る収入
 18,786 160 41,142

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △2,423,359 △2,967,701 △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：△）
 △1,190,000 790,000 △1,190,000

長期借入れによる収入  2,000,000 1,950,000 2,000,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △952,998 △1,078,810 △1,260,828

割賦代金の支払による

支出
 △59,785 △143,377 △79,713

株式の発行による収入  2,102,730 － 2,102,730

自己株式の取得による

支出 
 － － △409

配当金の支払  － △257,878 －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 1,899,946 1,259,933 1,571,779

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減

額（減少：△）
 1,623,638 △1,483,705 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四半

期末（期末）残高
※１ 2,088,687 290,041 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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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．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

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

(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

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

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。

のれん 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。

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

　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。

（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、当事業年度の新株発行費

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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

　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

(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

(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

(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

(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

(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

前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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３四半期会計期間から、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。

　この変更に伴い、減損損失として144,315

千円を計上し、減価償却費は当該変更前に比

べて5,263千円、リース料は548千円、店舗閉

鎖損は第１四半期に減損損失を計上したリー

ス資産について5,797千円、固定資産除却損

は第１四半期に減損損失を計上した固定資産

について131,920千円各々減少しておりま

す。

　この結果、経常利益は5,811千円増加し、

税引前四半期純利益は、785千円減少してお

ります。

　また、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３四半期会計期間に

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。

――――――

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準）

　当第３四半期会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は4,306,783千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当第３四半期会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

――――――
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　　追加情報

前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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。

―――――― （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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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末

（平成17年11月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成18年11月30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

1,694,169千円

  ※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

2,658,840千円

  ※２．消費税等の取扱い

同左

  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,955,757千円

――――――

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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 7千円

協賛金収入 101,102千円

受取利息 13千円

協賛金収入  90,077千円

仕入割引 20,846千円

割賦早期弁済差益 5,417千円

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 32,906千円 支払利息 28,110千円 支払利息 41,295千円

   

―――――  ※３．特別利益のうち主要なもの ―――――

店舗閉鎖損失引当金

戻入額
151,349千円 

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．特別損失のうち主要なもの  ―――――

  

店舗閉鎖損 24,499千円 

固定資産除却損 84,477千円 

減損損失 144,315千円 

 当第３四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）

埼玉県さ

いたま市

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。 
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前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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 635,030千円

無形固定資産 12,832千円

投資その他の資産 2,879千円

有形固定資産 858,715千円

無形固定資産 13,427千円

投資その他の資産 11,241千円

有形固定資産 879,112千円

無形固定資産 17,276千円

投資その他の資産 4,157千円

   

　※６．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。 

　※６．　　　　　同左 ―――――

（四半期株主資本等変動計算書関係）

 当第３四半期会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

　普通株式（注）１ 8,596,000 8,596,000 － 17,192,000

合計 8,596,000 8,596,000 － 17,192,000

自己株式

　普通株式（注）２ 60 60 － 120

合計 60 60 － 120

（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加8,596,000株は、平成18年３月１日付で普通株式１株を２株に分割したことによるものであります。 

 　　 2.普通株式の発行済株式総数の増加60株は、平成18年３月１日付で普通株式１株を２株に分割したことによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払金額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年５月30日

定時株主総会
普通株式 257,878 30 平成18年２月28日 平成18年５月30日

（２）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後になるもの

該当事項はありません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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18年11月30日現在） （平成18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 290,041千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
－ 

現金及び現金同等物 290,041 

現金及び預金勘定 1,796,763千円

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 1,773,747 
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　①　リース取引

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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、減損損失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)

減損損失累

計額相当額

(千円)

四半期末残

高相当額

(千円)

工具器
具備品

1,847,288 712,382 － 1,134,906

ソフト
ウェア

14,070 10,083 － 3,986

合計 1,861,358 722,465 － 1,138,893

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 282,061千円

１年超 672,049

 合計 954,110

１年内 362,505千円

１年超 793,237

合計 1,155,742

１年内 311,321千円

１年超 726,555

合計 1,037,877

 

 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

リース資産減損勘定の残高　－千円

 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

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 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 264,942千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

6,218 

減価償却費相当額 250,492

支払利息相当額 20,759

減損損失 6,218

支払リース料 310,197千円

減価償却費相当額 287,674

支払利息相当額 25,707

(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） （借主側） （借主側）

未経過リース料 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 328,652千円

１年超 862,431

合計 1,191,083

１年内 165,941千円

１年超 320,791

合計 486,733
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　②　有価証券

前第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。

当第３四半期会計期間末（平成18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。

　③　デリバティブ取引

前第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。

当第３四半期会計期間末（平成18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。

　④　持分法損益等

 前第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。

 当第３四半期会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18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。

　⑤　ストック・オプション等関係

 当第３四半期会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日）

 　　     当社はストックオプションを有しておりませんので、該当事項はありません。
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　（１株当たり情報）

前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30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 505円　49銭

１株当たり四半期純利益 109円　87銭

１株当たり純資産額 250円　51銭

１株当たり四半期純利益 13円　34銭

１株当たり純資産額 504円　34銭

１株当たり当期純利益 107円　06銭

　なお、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。

　なお、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。

　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。

　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。

　なお、当該株式分割およ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。

　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。

前第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17年３月１日

 至 平成18年２月28日

１株当たり純資産額

252円75銭

１株当たり中間純利益

 54円94銭

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。

 

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株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

項目

前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

損益計算書上の四半期（当期）純利益

（千円）
890,023 229,381 880,460

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
890,023 229,381 880,460

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）
8,100,342 17,191,880 8,224,314
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　（重要な後発事象）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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、

下記のとおりとなります。

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

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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６．仕入及び販売の状況

(１）仕入実績

　当第３四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）

当第３四半期会計期間

（自 平成18年３月１日

　　至 平成18年11月30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 4,466,400 76.0 5,740,622 86.6 6,099,515 78.9

 フードコート 1,407,925 24.0 1,030,337 15.6 1,714,962 22.2

その他 1,163 0.0 △142,935 △2.2 △81,921 △1.1

 合　　計 5,875,488 100.0 6,628,024 100.0 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３四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）

当第３四半期会計期間

（自 平成18年３月１日

　　至 平成18年11月30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 14,885,789 73.7 19,332,314 83.5 20,345,061 76.0

 フードコート 5,324,896 26.3 3,809,828 16.5 6,435,811 24.0

 合　　計 20,210,685 100.0 23,142,142 100.0 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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