
 平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成19年7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.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20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日　～　平成19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 ％

20年２月期第１四半期 9,667 30.2 485 101.5 517 95.3 158 8.0

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

（参考）19年２月期 31,998 19.5 740 △62.5 854 △58.4 416 △52.7

 

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

20年２月期第１四半期 9 19 ― ―

19年２月期第１四半期 8 52 ― ―

（参考）19年２月期 24 24 ― ―

 　(注)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。

 

［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、企業収益の改善や設備投資の増加、雇用環境の改善などに支えられ、

個人消費は持ち直しの動きが見えはじめ、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、食の安全性に関する消費者意識の高まり、同業他社や中食との企業間競争の激化、さらには景気回復に伴う人

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、当社は既存店舗のオペレーション力の強化に注力すると共に、好立地への出店機会を積極的に獲得

し、レストラン部門15店舗、フードコート部門20店舗、合計35店舗の新規出店も実施いたしました。その結果、当第１四

半期会計期間における売上高は9,667百万円(前年同期比30.2％増)、営業利益は485百万円(同101.5％増)、経常利益は517

百万円（同95.3％増)、四半期純利益は158百万円(同8.0％増)となり、業績は順調に推移しております。
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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

20年２月期第１四半期 14,022 4,394 31.3 255 60

19年２月期第１四半期 11,156 4,223 37.9 245 69

（参考）19年２月期 12,754 4,494 35.2 261 41

(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

20年２月期第１四半期 943 △976 438 889

19年２月期第１四半期 △189 △947 263 899

（参考）19年２月期 1,062 △4,357 2,006 485

［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、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが943百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが976百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フ

ローが438百万円の資金増となりました。その結果、当第１四半期会計期間末の資金残高は889百万円となりました。

 　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得られた資金は943百万円となりました。この主な要因は、税引前四

半期純利益297百万円、減価償却費376百万円、仕入債務の増加182百万円、未払金の増加113百万円、その他負債の増加

101百万円等を計上する一方で、店舗数の増加の結果、売上増加に伴う売上債権の増加408百万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976百万円となりました。この主な要因は、有形固定

資産の取得による支出869百万円及び差入保証金の差入による支出91百万円等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438百万円となりました。この主な要因は、設備投資

に伴う長期借入による収入1,400百万円があった一方で、長期借入金の返済527百万円、短期借入金の返済200百万円、配

当金の支払226百万円等の支出があったことによるものです。

 

３．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日　～　平成20年２月29日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 19,060 910 310

通期 38,000 1,380 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　29円09銭
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［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食に対するニーズはますます多様化し、加えてニーズの

変化のスピードが速まっている中、当社はマルチブランド・マルチロケーション戦略を基盤とした成長戦略を推進し、

お客様のニーズに的確にお応えし、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。そ

のためには、オペレーションの質（料理とサービス）の向上によるリピーターの獲得と付加価値の提供、人材の確保及

び育成、顧客の視点に立ったサービスと業態開発によるクリエイション力のブラッシュアップと経験の蓄積、投資効率

を意識した出店・業態変更・退店の迅速な対応等を拡充することにより、収益基盤の強化を図ってまいります。

　以上の取り組みにより、平成20年２月期の業績は、売上高38,000百万円、経常利益1,380百万円、当期純利益500百万

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。

４．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

19年２月期 ― 15 15

20年２月期（実績） ― ― ―

20年２月期（予想） ― 15 15
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５．四半期財務諸表等

（１）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  922,679   889,820   485,281   

２．売掛金  1,586,870   1,965,722   1,557,486   

３．たな卸資産  161,850   205,914   192,404   

４．前払費用  152,481   140,327   185,557   

５．繰延税金資産  191,115   74,695   74,695   

６．その他  45,293   144,267   80,889   

流動資産合計   3,060,291 27.4  3,420,748 24.4  2,576,315 20.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（１）建物  6,447,995   8,255,103   7,840,315   

（２）その他  117,339   150,017   246,888   

　有形固定資産合計 ※１ 6,565,334  58.9 8,405,120  59.9 8,087,203  63.4

２．無形固定資産  48,278  0.4 51,585  0.4 26,961  0.2

３．投資その他の資産           

（１）差入保証金  1,306,550   1,877,025   1,792,439   

（２）繰延税金資産  98,211   127,987   127,987   

（３）その他  78,242   140,119   143,195   

　投資その他の資産

　合計
 1,483,004  13.3 2,145,132  15.3 2,063,621  16.2

固定資産合計   8,096,617 72.6  10,601,838 75.6  10,177,786 79.8

資産合計   11,156,908 100.0  14,022,587 100.0  12,754,102 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  755,539   930,268   747,888   

２．短期借入金  500,000   800,000   1,000,000   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 1,329,360   1,723,636   1,603,390   

４．未払金  1,411,542   1,112,134   1,010,025   

５．未払費用  609,678   662,396   615,916   

６．未払法人税等  130,809   161,279   －   

７．店舗閉鎖損失引当金  29,032   50,388   －   

８．その他 ※２ 238,996   347,064   208,737   

流動負債合計   5,004,958 44.8  5,787,168 41.3  5,185,958 40.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  1,585,000   3,557,851   2,805,280   

２．長期未払金  77,235   819   1,638   

３．その他  265,891   282,476   267,145   

固定負債合計   1,928,127 17.3  3,841,146 27.4  3,074,063 24.1

負債合計   6,933,086 62.1  9,628,314 68.7  8,260,022 64.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,012,212 9.1  － －  － －

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   －   －   

資本剰余金合計   1,266,670 11.4  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．四半期（当期）未処
分利益

 1,945,348   －   －   

利益剰余金合計   1,945,348 17.4  － －  － －

Ⅳ　自己株式   △409 0.0  － －  － －

資本合計   4,223,822 37.9  － －  － －

負債資本合計   11,156,908 100.0  － －  － －
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前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 7.2  1,012,212 7.9

　２．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 9.0  1,266,670 9.9

　３．利益剰余金           

　（１）その他利益
　　　　剰余金

          

　　　繰越利益剰余金  －   2,115,798   2,215,606   

利益剰余金合計   － －  2,115,798 15.1  2,215,606 17.4

  ４．自己株式   － －  △409 0.0  △409 0.0

株主資本合計   － －  4,394,272 31.3  4,494,080 35.2

純資産合計   － －  4,394,272 31.3  4,494,080 35.2

負債純資産合計   － －  14,022,587 100.0  12,754,102 100.0
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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18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19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   7,427,333 100.0  9,667,168 100.0  31,998,116 100.0

Ⅱ　売上原価   2,098,500 28.3  2,754,028 28.5  9,119,003 28.5

売上総利益   5,328,832 71.7  6,913,139 71.5  22,879,112 71.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   5,087,807 68.5  6,427,355 66.5  22,138,657 69.2

営業利益   241,024 3.2  485,783 5.0  740,455 2.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  35,880 0.5  51,618 0.5  168,536 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  12,050 0.2  20,143 0.2  54,365 0.1

経常利益   264,855 3.5  517,258 5.3  854,626 2.7

Ⅵ　特別利益 ※３  148,769 2.0  － －  291,749 0.9

Ⅶ　特別損失 ※４  150,800 2.0  219,405 2.3  332,776 1.1

税引前四半期（当
期）純利益

  262,824 3.5  297,852 3.0  813,599 2.5

法人税、住民税及び
事業税

※６  116,405 1.6  139,782 1.4  310,278 1.0

法人税等調整額   － －  － －  86,643 0.2

四半期（当期）純利
益

  146,419 1.9  158,070 1.6  416,677 1.3

前期繰越利益   1,798,929   －   － －

四半期(当期)未処分
利益

  1,945,348   －   － －
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（３）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年５月31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19年２月28日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,215,606 2,215,606 △409 4,494,080 4,494,080

第１四半期会計期間中の変動
額          

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

四半期純利益（千円）     158,070 158,070  158,070 158,070

第１四半期会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － － － △99,807 △99,807 － △99,807 △99,807

平成19年５月31日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,115,798 2,115,798 △409 4,394,272 4,394,272

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年３月１日　至平成19年２月28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

事業年度中の変動額          

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

当期純利益（千円）     416,677 416,677  416,677 416,677

事業年度中の変動額合計（千
円）

－ － － － 158,799 158,799 － 158,799 158,799

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,215,606 2,215,606 △409 4,494,080 4,494,080

（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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年３月１日

至　平成19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
 262,824 297,852 813,599

減価償却費  256,292 376,949 1,273,151

減損損失  144,315 67,391 175,601

店舗閉鎖損失引当金繰

入額
 － 50,388 －

店舗閉鎖損失引当金戻

入額
 △148,769 － △151,349

受取利息  － － △75

支払利息  7,785 18,225 44,202

固定資産除却損  － 83,103 86,338

割賦早期弁済差益  － － △5,417

売上債権の増加額  △499,672 △408,236 △470,288

たな卸資産の増加額  △33,408 △13,510 △63,961

その他資産の増加額  △49,352 △20,937 △117,101

仕入債務の増加額  223,213 182,380 215,562

未払金の増加額  161,192 113,754 239,000

未払費用の増加額  130,853 45,976 137,175

未払消費税等の増減額

（減少：△）
 △122,572 72,883 △125,316

その他負債の増減額

（減少：△）
 52,315 101,825 △51,656

小計  385,017 968,046 1,999,463

利息及び配当金の受取

額
 0 － 75

利息の支払額  △9,200 △17,050 △46,292

法人税等の支払額  △565,581 △7,619 △891,091

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 △189,764 943,376 1,062,153
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前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年３月１日

至　平成19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
 △864,242 △869,331 △3,811,094

無形固定資産の取得に

よる支出
 － △23,000 －

差入保証金の差入によ

る支出
 △83,379 △91,971 △614,075

差入保証金の回収によ

る収入
 130 7,385 44,937

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △947,492 △976,918 △4,357,216

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：△）
 490,000 △200,000 990,000

長期借入れによる収入  300,000 1,400,000 2,900,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △377,830 △527,183 △1,483,520

割賦代金の支払による

支出
 △19,928 △8,396 △143,282

配当金の支払  △129,068 △226,340 △256,600

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 263,173 438,080 2,006,597

Ⅳ　現金及び現金同等物の増

減額（減少：△）
 △874,083 404,538 △1,288,465

Ⅴ　現金及び現金同等物の期

首残高
 1,773,747 485,281 1,773,747

Ⅵ　現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
※１ 899,663 889,820 485,281
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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18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

(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

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。

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。

３．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、

翌事業年度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。

４．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

５．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 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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 

同左 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
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項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

６．四半期キャッシュ・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

７．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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19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。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度から、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175,601

千円を計上し、減価償却費は当該変更前に比

べて5,467千円、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6,015千円増加し、

税引前当期純利益は、31,867千円減少してお

ります。

　また、当社は従来より翌事業年度以降に閉

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、当事業年度におい

ては、前事業年度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、前事業年度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）

当事業年度から「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4,494,080千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

――――――  (減価償却方法の変更)

当第１四半期会計期間から法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降取得の固定資

産については改正法人税法に規定する償却方

法により減価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、

税引前四半期純利益に与える影響は軽微であ

ります。

――――――
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追加情報

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

前中間会計期間から「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4,394,272千円であります。 

　なお、上記変更は前中間会計期間より行な

われたため、前第１四半期会計期間は、従来

の方法によっております。

――――――
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

前事業年度末

（平成19年２月28日）

  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,164,804千円

  ※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

3,353,234千円

  ※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

3,017,388千円

――――――

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 　　28,147　　

　

受取利息 －千円

協賛金収入     36,619

受取利息 75千円

協賛金収入    124,596

 ※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 7,785千円 支払利息 18,225千円 支払利息 44,202千円

 ※３．特別利益のうち主要なもの ―――――  ※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
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。

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   ※４．特別損失のうち主要なもの   ※４．特別損失のうち主要なもの

店舗閉鎖損 6,485千円

減損損失  　144,315　　

　

  

  

店舗閉鎖損 18,522千円

減損損失   　67,391

固定資産除却損     83,103 

店舗閉鎖損失引当金

繰入額
    50,388 

店舗閉鎖損 70,836千円

減損損失    175,601

固定資産除却損   　86,338 

  

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。 

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）

千葉県

市川市

他 

店舗5店舗

建物 66,643

その他 748

合計 － － 67,391

　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 67,391千円を

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。 

当事業年度において、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8店舗

建物 167,986

その他 7,615

合計 － － 175,601

　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175,601千円を

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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 249,403千円

無形固定資産 4,475千円

有形固定資産 359,172千円

無形固定資産 4,963千円

有形固定資産 1,237,382千円

無形固定資産 17,230千円

   

　※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．　　　　　同左 ―――――

（四半期株主資本等変動計算書関係）

 当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31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１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

　普通株式 17,192,000 － － 17,192,000

合計 17,192,000 － － 17,192,000

自己株式

　普通株式 120 － － 120

合計 120 － － 120

 

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19年５月30日

定時株主総会
普通株式 257,878 15 平成19年２月28日 平成19年５月31日
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 前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（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）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月30日

定時株主総会
普通株式 257,878 利益剰余金 15 平成19年２月28日 平成19年５月31日

（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18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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18年5月31日現在） （平成19年5月31日現在） （平成19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 922,679千円

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 899,663 

現金及び預金勘定 889,820千円

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 889,820 

現金及び預金勘定 485,281千円

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 485,281 
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　①　リース取引

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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、減損損失累計額相当額及び

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)

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

1,741,806 608,696 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)

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

2,184,937 867,804 400 1,316,731

ソフ

ト

ウェ

ア

14,070 11,490 - 2,579

合計 2,199,007 879,295 400 1,319,311

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) 

期末残高相

当額

(千円)

工具

器具

備品

2,103,553 808,526 - 1,295,026

ソフ

ト

ウェ

ア

14,070 10,787 - 3,282

合計 2,117,623 819,313 - 1,298,309

(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等

 

 未経過リース料期末残高相当額

１年内 340,420千円

１年超 817,517

 合計 1,157,937

１年内 426,416千円

１年超 914,837

合計 1,341,253

１年内 410,223千円

１年超 909,649

合計 1,319,872

 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、支払

利息相当額及び減損損失

リース資産減損勘定の残高　　400千円

 

(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

 リース資産減損勘定の残高　　　　―

 

(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

支払リース料 90,515千円

減価償却費相当額 87,507

支払利息相当額 6,453

減損損失 6,218

支払リース料 124,883千円

減価償却費相当額 117,409

支払利息相当額 7,933

減損損失 400

支払リース料 409,137千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

6,218

減価償却費相当額 386,013

 支払利息相当額 28,336

 減損損失 6,218

(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 158,965千円

１年超 281,050

合計 440,015

１年内 346,314千円

１年超 797,105

合計 1,143,420

１年内 363,046千円

１年超 880,895

合計 1,243,942
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　②　有価証券関係

前第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。

当第１四半期会計期間末（平成19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19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　デリバティブ取引関係

前第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。

当第１四半期会計期間末（平成19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19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。

 当第１四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19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18年３月１日 至 平成19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１四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31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。

 前事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 245円　69銭

１株当たり四半期純利益 8円　52銭

１株当たり純資産額 255円　60銭

１株当たり四半期純利益 9円　19銭

１株当たり純資産額 261円　41銭

１株当たり当期純利益 24円　24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。 

　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

た株式分割がとも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。

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。

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。

　（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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

損益計算書上の四半期（当期）純利益

（千円）
146,419 158,070 416,677

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
146,419 158,070 416,677

普通株式の期中平均株式数

（株）
17,191,880 17,191,880 17,191,880
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６．仕入及び販売の状況

(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18年３月１日

　　至 平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自 平成19年３月１日

　　至 平成19年５月31日）

前事業年度

（自 平成18年３月１日

    至 平成19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 1,837,609 86.2 2,424,778 86.5 8,078,190 86.9

 フードコート 344,759 16.2 437,555 15.6 1,419,194 15.3

その他 △50,454 △2.4 △59,573 △2.1 △196,111 △2.2

 合　　計 2,131,914 100.0 2,802,760 100.0 9,301,273 100.0

　（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。

 　　　 ４．上記の金額には、他勘定振替高は含まれておりません。

 

(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18年３月１日

　　至 平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自 平成19年３月１日

　　至 平成19年５月31日）

前事業年度

（自 平成18年３月１日

    至 平成19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 6,172,850 83.1 8,063,726 83.4 26,797,054 83.7

 フードコート 1,254,482 16.9 1,603,442 16.6 5,201,062 16.3

 合　　計 7,427,333 100.0 9,667,168 100.0 31,998,116 100.0

　（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。

－ 21 －


