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１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年11月30日）

（注）当社は、前第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年２月期第３四半期の対

前年同四半期増減率及び平成20年２月期の対前期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

21年２月期第３四半期 30,107 3.5 1,703 71.6 1,788 65.1 618 169.7

20年２月期第３四半期 29,100 ― 993 ― 1,083 ― 229 ―

20年２月期 38,889 ― 1,316 ― 1,434 ― 379 ―

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

21年２月期第３四半期 35 97 ― ―
20年２月期第３四半期 13 34 ― ―

20年２月期 22 6 ― ―

（参考）持分法投資損益 21年２月期第３四半期 ―百万円 20年２月期第３四半期 ―百万円 20年２月期 ―百万円

(2）連結財政状態  

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

21年２月期第３四半期 14,948 4,968 33.2 289 38
20年２月期第３四半期 14,366 4,475 31.1 259 75

20年２月期 13,307 4,626 34.7 268 46

（参考）自己資本 21年２月期第３四半期 4,967百万円 20年２月期第３四半期 4,465百万円 20年２月期 4,615百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

21年２月期第３四半期 2,013 △1,393 △83 1,101
20年２月期第３四半期 2,355 △2,101 46 785

20年２月期 3,225 △2,381 △763 565

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― 15 00 15 00

21年２月期 ― ― ― ―   

21年２月期（予想） ― ― 15 00 15 00

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,100 3.1 2,100 59.5 2,200 53.4 750 97.9 43 64
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

 

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

 

(4）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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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。

５．個別業績の概要（平成20年３月１日　～　平成20年11月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

21年２月期第３四半期 29,786 2.6 1,765 78.0 1,879 73.4 700 205.1

20年２月期第３四半期 29,044 25.5 991 114.9 1,083 104.3 229 0.1

20年２月期 38,697 20.9 1,296 75.1 1,417 65.9 371 △11.0

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年２月期第３四半期 40 77

20年２月期第３四半期 13 36

20年２月期 21 58

(2）個別財政状態  

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

21年２月期第３四半期 14,976 5,041 33.7 293 71
20年２月期第３四半期 14,314 4,465 31.2 259 77

20年２月期 13,226 4,607 34.8 267 99

（参考）自己資本 21年２月期第３四半期 5,041百万円 20年２月期第３四半期 4,465百万円 20年２月期 4,607百万円

６．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 39,700 2.6 2,150 65.9 2,300 62.2 800 115.7 46 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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判断した見通しであり、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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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 

  当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や諸原材料の値上がり、世界的な金融危機によ

る世界経済の減速等の影響を受け、依然として景気に対する先行き不透明感は続いており、個人消費動向は回復の兆し

が見えない状況にあります。

　外食業界におきましては、食の安全性に対する消費者意識の一層の高まりや、同業他社や中食との競争の激化、諸原

材料の上昇に加え、労働力不足による人件費の高騰等、依然として厳しい経営環境が続いております。

　こうした環境の中、当社グループは既存店舗のオペレーション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30店舗、フードコート部門40店舗、合計70店舗の新規出店を行いました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は30,107百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益1,703百万

円（前年同期比71.6％増）、経常利益1,788百万円（前年同期比65.1％増）、四半期純利益618百万円（前年同期比

169.7％増）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

①  資産、負債、純資産の状況

  当第３四半期連結会計期間末の資産は、主に売上増加などに伴う売上債権の増加、現金及び預金の増加により、

14,948百万円（前期末比12.3％増）となりました。負債についても、仕入増加に伴う仕入債務・未払金の増加及び新

規設備投資に伴う長期借入金の増加により、9,979百万円（前期末比15.0％増）となっており、結果、純資産は4,968

百万円（前期末比7.4％増）となっております。

②  キャッシュ・フローの状況

  当第３四半期連結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2,013百万円の資金増（前年同期比14.5％減）、投資活動によるキャッシュ・フローが1,393百万円の資金減

（前年同期比33.7％減）、財務活動によるキャッシュ・フローが83百万円の資金減（前年同期は46百万円の資金増）

となりました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は1,101百万円（前年同期比40.3％増）となりまし

た。

 　 当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・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３四半期連結会計期間における営業活動によって得られた資金は2,013百万円（前年同期比14.5％減）となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,203百万円、減価償却費1,186百万円、減損損失384百万円、店舗閉鎖

損失引当金の増加98百万円を計上した一方で、店舗数の増加による売上増加に伴う売上債権の増加579百万円、法人税

等の支払額619百万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３四半期連結会計期間における投資活動によって使用した資金は1,393百万円（前年同期比33.7％減）となりま

した。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,171百万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３四半期連結会計期間における財務活動によって使用した資金は83百万円（前年同期は46百万円の資金増）と

なりました。これは主に、新規設備投資に伴う長期借入れによる収入1,590百万円等があった一方で、長期借入金の返

済1,315百万円及び配当金の支払による支出257百万円等があったことによるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当期の見通しといたしまして、当社グループはマルチブランド・マルチロケーション戦略を基盤とした成長戦略を

引き続き推進し、お客様の食に対する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、食の安全・安心に対する全社あげての取組みや、優秀な人材の確保及び

育成の強化、外部環境も視野に入れた組織の見直し、シフトコントロールの最適化に向けた仕組みの構築・管理等に

よる店舗マネジメントの徹底、お客様から支持される商品の開発及び立地特性に応じた業態開発の推進、投資効率を

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

  以上の取組みと足元の状況を考慮した結果、現時点において平成21年1月13日に公表した通期業績予想から変更はご

ざいません。

  ただし、今後においても、原料価格の高騰による食材市況の変動激化等の事態が生じた場合、並びに、予め一定以

上の集客を見込める好立地を選別した上で出店候補地を決定しているなか、計画した出店数に見合った出店地を十分
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に確保できない場合や、業容の拡大等に見合った人材の育成及び確保が出来ないといった場合には、当社グループの

業績予想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、今後の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．その他

　期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29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   785,507   1,101,923   565,760  

２．売掛金   1,999,158   2,317,590   1,738,122  

３．たな卸資産   226,457   189,963   207,749  

４．前払費用   204,759   162,248   170,536  

５．繰延税金資産   224,864   272,930   171,935  

６．その他   91,528   122,164   52,668  

流動資産合計   3,532,276 24.6  4,166,820 27.9  2,906,772 21.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物及び構築物  8,118,832   7,797,308   7,701,047   

(2)その他  149,859 8,268,692  124,351 7,921,659  148,450 7,849,497  

２．無形固定資産           

(1)のれん  211,389   164,760   196,909   

(2)その他  44,361 255,750  49,683 214,444  42,108 239,018  

３．投資その他の資産           

(1)差入保証金  1,988,520   2,173,822   2,013,857   

(2)繰延税金資産  175,016   274,663   152,919   

(3)その他  146,185 2,309,722  196,731 2,645,217  145,568 2,312,345  

固定資産合計   10,834,166 75.4  10,781,321 72.1  10,400,860 78.2

資産合計   14,366,443 100.0  14,948,142 100.0  13,307,633 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29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   953,676   948,393   829,243  

２．短期借入金   490,000   －   90,000  

３．１年以内返済予定の
長期借入金

  1,552,676   1,608,664   1,451,676  

４．未払金   1,197,757   1,469,847   977,080  

５．未払費用   796,006   884,017   676,324  

６．未払法人税等   330,912   587,751   411,713  

７．店舗閉鎖損失引当
金 

  207,018   238,665   140,081  

８．その他 ※２  406,053   452,438   481,959  

流動負債合計   5,934,101 41.3  6,189,776 41.4  5,058,079 38.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   3,691,493   3,504,002   3,386,324  

２．その他   265,425   285,461   236,910  

固定負債合計   3,956,918 27.5  3,789,463 25.4  3,623,234 27.2

負債合計   9,891,020 68.8  9,979,240 66.8  8,681,314 65.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,012,212 7.1  1,012,212 6.8  1,012,212 7.6

２．資本剰余金   1,266,670 8.8  1,266,670 8.5  1,266,670 9.5

３．利益剰余金   2,187,034 15.2  2,697,508 18.0  2,336,936 17.6

４．自己株式   △409 △0.0  △9,259 △0.1  △409 △0.0

株主資本合計   4,465,508 31.1  4,967,131 33.2  4,615,410 34.7

Ⅱ　少数株主持分   9,914 0.1  1,770 0.0  10,909 0.1

純資産合計   4,475,422 31.2  4,968,901 33.2  4,626,319 34.8

負債純資産合計   14,366,443 100.0  14,948,142 100.0  13,307,633 100.0

           

㈱クリエイト・レストランツ（3387）平成 21 年２月期第３四半期財務・業績の概況

－ 6 －



(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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   29,100,235 100.0  30,107,081 100.0  38,889,144 100.0

Ⅱ　売上原価   8,286,259 28.5  8,319,884 27.6  11,067,600 28.5

売上総利益   20,813,975 71.5  21,787,196 72.4  27,821,543 71.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  19,820,875 68.1  20,083,391 66.7  26,505,090 68.1

営業利益   993,100 3.4  1,703,804 5.7  1,316,452 3.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  243   608   468   

２．協賛金収入  112,317   119,240   150,551   

３．仕入割引  25,661   20,731   33,323   

４．その他  13,017 151,239 0.5 10,476 151,057 0.5 16,387 200,731 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  56,478   62,607   75,554   

２．その他  4,596 61,075 0.2 3,980 66,587 0.2 6,966 82,520 0.2

経常利益   1,083,264 3.7  1,788,274 6.0  1,434,663 3.7

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 87,769   8,700   182,514   

２．減損損失 ※３ 258,108   384,301   264,252   

３．店舗閉鎖損  38,406   92,854   69,633   

４．店舗閉鎖損失引当金
繰入額

 207,018 591,302 2.0 98,583 584,439 2.0 140,081 656,481 1.7

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  491,961 1.7  1,203,834 4.0  778,181 2.0

法人税、住民税及び
事業税

※４ 262,699   594,524   520,194   

法人税等調整額  － 262,699 0.9 － 594,524 1.9 △122,171 398,022 1.0

少数株主利益   － －  － －  951 0.0

少数株主損失   43 0.0  9,138 0.0  － －

四半期（当期）純利
益

  229,306 0.8  618,449 2.1  379,208 1.0
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

株主資本
少数株主持分 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

平成19年２月28日　残高（千円）(注） 1,012,212 1,266,670 2,215,606 △409 4,494,080 － 4,494,080

第３四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △257,878  △257,878  △257,878

四半期純利益   229,306  229,306  229,306

株主資本以外の項目の第３四半期連結
会計期間中の変動額（純額）

     9,914 9,914

第３四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △28,571 － △28,571 9,914 △18,657

平成19年11月30日　残高（千円） 1,012,212 1,266,670 2,187,034 △409 4,465,508 9,914 4,475,422

（注）当第３四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の前期末残高を記載しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

株主資本
少数株主持分 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

平成20年２月29日　残高（千円） 1,012,212 1,266,670 2,336,936 △409 4,615,410 10,909 4,626,319

第３四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △257,878  △257,878  △257,878

四半期純利益   618,449  618,449  618,449

株主資本以外の項目の第３四半期連結
会計期間中の変動額（純額）

   △8,850 △8,850 △9,138 △17,989

第３四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 360,571 △8,850 351,721 △9,138 342,582

平成20年11月30日　残高（千円） 1,012,212 1,266,670 2,697,508 △9,259 4,967,131 1,770 4,968,901

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

株主資本
少数株主持分 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

平成19年２月28日　残高（千円）(注） 1,012,212 1,266,670 2,215,606 △409 4,494,080 － 4,494,080

連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △257,878  △257,878  △257,878

当期純利益   379,208  379,208  379,208

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

     10,909 10,909

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 121,330 － 121,330 10,909 132,239

平成20年２月29日　残高（千円） 1,012,212 1,266,670 2,336,936 △409 4,615,410 10,909 4,626,319

　（注）当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の前期末残高を記載しております。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

    

税金等調整前四半
期（当期）純利益

 491,961 1,203,834 778,181

減価償却費  1,206,901 1,186,837 1,672,032

減損損失  258,108 384,301 264,252

店舗閉鎖損失引当
金の増加額

 207,018 98,583 140,081

受取利息及び受取
配当金

 △243 △608 △468

支払利息  56,478 62,607 75,554

固定資産除却損  87,769 10,918 182,514

売上債権の増加額  △441,672 △579,467 △180,636

たな卸資産の増減
額（増加：△）

 △31,123 17,786 △12,415

その他資産の増加
額 

 △108,739 △92,732 △47,301

仕入債務の増加額  205,787 119,150 81,354

未払金の増加額  187,528 78,884 106,461

未払費用の増加額  178,975 207,719 60,200

未払消費税等の増
減額（減少：△）

 167,871 △177,580 252,970

その他負債の増加
額

 21,709 175,273 4,506

小計  2,488,333 2,695,507 3,377,288

利息及び配当金の
受取額

 243 608 468

利息の支払額  △53,090 △62,525 △71,993

法人税等の支払額  △169,432 △619,888 △169,432

法人税等の還付額  89,143 － 89,143

営業活動による
キャッシュ・フロー

 2,355,197 2,013,702 3,225,475
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

 △1,661,315 △1,171,486 △1,914,078

無形固定資産の取
得による支出

 △34,237 △15,463 △36,737

差入保証金の差入
による支出

 △208,747 △185,097 △246,500

差入保証金の回収
による収入

 12,665 16,382 25,081

関係会社株式の取
得による支出

 － △38,240 －

事業譲受による支
出

※２ △209,624 － △209,624

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △2,101,257 △1,393,904 △2,381,858

     

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

短期借入金の返済
による支出（純
額）

 △510,000 △90,000 △910,000

長期借入れによる
収入

 2,310,000 1,590,000 2,310,000

長期借入金の返済
による支出

 △1,474,501 △1,315,334 △1,880,670

割賦代金の支払に
よる支出

 △23,097 － △26,052

自己株式の取得に
よる支出

 － △11,188 －

配当金の支払額  △256,116 △257,112 △256,415

財務活動による
キャッシュ・フロー

 46,285 △83,634 △763,138

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増加額

 300,225 536,163 80,478

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 485,281 565,760 485,281

Ⅵ　現金及び現金同等物
の四半期末（期末）
残高

※１ 785,507 1,101,923 565,760
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数  １社

連結子会社の名称

株式会社クリエイト吉祥

株式会社クリエイト吉祥は、

第三者割当増資の引受により子

会社としたことから、当第３四

半期連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

（１）連結子会社の数  １社

連結子会社の名称

株式会社クリエイト吉祥

（１）連結子会社の数  １社

連結子会社の名称

株式会社クリエイト吉祥

株式会社クリエイト吉祥は、

第三者割当増資の引受により子

会社としたことから、当連結会

計年度より連結の範囲に含めて

おります。

 （２）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。 

（２）主要な非連結子会社の名称等

同左

（２）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

（１）持分法適用の関連会社

該当事項はありません。 

（２）持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

―――――

（１）持分法適用の関連会社

同左

（２）持分法適用の非連結子会社

同左

（３）持分法を適用していない関連

会社

上海豫園商城創造餐飲管理有限

公司

　持分法の適用範囲から除いた理

由

　関連会社上海豫園商城創造餐飲

管理有限公司は、現在事業開始前

の会社であり、四半期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も四半期連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため持分法の

適用範囲から除外しております。

（１）持分法適用の関連会社

同左

（２）持分法適用の非連結子会社

同左

―――――

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

株式会社クリエイト吉祥の第３

四半期決算日は９月30日でありま

す。

四半期連結財務諸表作成にあ

たって、四半期連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

同左

 

株式会社クリエイト吉祥の期末

決算日は12月31日であります。

 

連結財務諸表作成にあたって、

連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

―――――

 

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

関連会社株式

　移動平均法による原価法

（イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

―――――

 ②たな卸資産

食品材料

　先入先出法による原価法 

②たな卸資産

同左

②たな卸資産

同左

 （ロ）重要な減価償却資産の減価償

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。

（ロ）重要な減価償却資産の減価償

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。

（ロ）重要な減価償却資産の減価償

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 15～34年

建物付属設備 ３～15年

工具器具備品 ２～６年

建物 15～34年

建物付属設備 ３～15年

工具器具備品 ２～６年

建物 15～34年

建物付属設備 ３～15年

工具器具備品 ２～６年
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　なお、これによる損益への影響

は軽微であります。

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

②無形固定資産

同左

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長期前払費用

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は５年であ

ります。

③長期前払費用

同左

③長期前払費用

同左 

ただし、契約期間に定めがある

ものについては、その契約期間に

基づく定額法によっております。

  

  （ハ）重要な引当金の計上基準

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。

（ハ）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

（ハ）重要な引当金の計上基準

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、

翌四半期連結会計期間以降に閉

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、

翌連結会計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。

  （ニ）重要な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。

（ニ）重要なリース取引の処理方法

同左

（ニ）重要なリース取引の処理方法

同左

 （ホ）重要なヘッジ会計の方法

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。

（ホ）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

（ホ）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 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

  （ヘ）その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事

項

（ヘ）その他四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事

項

（ヘ）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

  　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。

 

　消費税等の処理方法

同左

 

　消費税等の処理方法

同左

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

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
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,134,135千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

5,513,098千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,429,396千円

※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。

※２．消費税等の取扱い 

同左

――――――

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※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。

※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。

※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。

給与 7,684,043 千円

役員報酬 90,649

賃借料 4,423,114

水道光熱費 1,697,915

減価償却費 1,206,901

給与 7,825,684 千円

役員報酬 　102,218

賃借料 4,682,822

給与 10,332,243 千円

役員報酬 　125,359

賃借料 5,953,069

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳

建物 85,639 千円

その他 2,129

建物

その他

7,065 千円

1,634 千円

建物

その他

177,581 千円

4,932     

※３．減損損失　 ※３．減損損失　 ※３．減損損失 

  当第３四半期連結会計期間において、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。

  当第３四半期連結会計期間において、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。

  当連結会計年度において、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）

千葉県印

西市他
店舗14店舗

建物 256,165

その他 1,942

合計 － － 258,108

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

埼玉県加

須市他
店舗15店舗

建物 381,154

その他 3,147

合計 － － 384,301

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

千葉県印

西市他
店舗15店舗

建物 262,212

その他 2,039

合計 － － 264,252

  当社グループは、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

店舗及び閉鎖を決定した店舗について、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 258,108千円を減

損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

  当社グループは、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

店舗及び閉鎖を決定した店舗について、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 384,301千円を減

損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

  当社グループは、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

店舗及び閉鎖を決定した店舗について、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 264,252千円を減

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。

  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。

  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。

※４．当第３四半期連結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。 

※４．

同左

――――――
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19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

 前連結会計年度末

株式数（株）

当第３四半期

連結会計期間 

増加株式数（株）

当第３四半期

連結会計期間 

減少株式数（株）

当第３四半期

連結会計期間末

株式数(株)

発行済株式

普通株式（注） 17,192,000 － － 17,192,000

合計 17,192,000 － － 17,192,000

自己株式

普通株式（注） 120 － － 120

合計 120 － － 120

（注）当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数には、提出会社の前事業年度末（平成19年２

月28日）現在の株式数を記載しております。

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

(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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

 前連結会計年度末

株式数（株）

当第３四半期

連結会計期間 

増加株式数（株）

当第３四半期

連結会計期間 

減少株式数（株）

当第３四半期

連結会計期間末

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（注） 120 27,300 － 27,420

合計 120 27,300 － 27,420

（注）普通株式の自己株式の増加は、自己株式の取得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。
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３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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20年５月29日

定時株主総会
普通株式 257,878 15 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

 前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 17,192,000 － － 17,192,000

合計 17,192,000 － － 17,192,000

自己株式

普通株式（注） 120 － － 120

合計 120 － － 120

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数には、提出会社の前事業年度末（平成19年２月28日）現

在の株式数を記載しております。

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

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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20年５月29日

定時株主総会
普通株式 257,878 利益剰余金 15 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※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

※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

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年11月30日現在） （平成20年11月30日現在） （平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 785,507 千円

現金及び現金同等物 785,507 

現金及び預金勘定 1,101,923 千円

現金及び現金同等物 1,101,923 

現金及び預金勘定 565,760 千円

現金及び現金同等物 565,760 

※２．事業譲受により増加した資産 ―――――― ※２．事業譲受により増加した資産

流動資産 3,630 千円

固定資産 216,597 

資産合計 220,227 

譲受資産に含まれる現

金及び現金同等物 

 

△700

 

事業譲受時における債

権債務の相殺 

 

△9,903

 

差引：事業譲受による

支出 209,624 

流動資産 3,630 千円

固定資産 216,597 

資産合計 220,227 

譲受資産に含まれる現

金及び現金同等物 

 

△700

 

事業譲受時における債

権債務の相殺 

 

△9,903

 

差引：事業譲受による

支出 209,624 
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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、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
2,266,710 1,022,181 -　 1,244,528

ソフト

ウェア
14,070 12,897 -　 1,172

合計 2,280,780 1,035,079 -　 1,245,700

 
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
2,292,967 1,229,154 1,063,812

合計 2,292,967 1,229,154 1,063,812

 
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
2,285,121 1,080,412 - 1,204,709

ソフト

ウェア
14,070 13,601 - 468

合計 2,299,191 1,094,013 - 1,205,178

(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 435,682千円

１年超 832,704

合計 1,268,386

１年内 424,378千円

１年超 659,130

合計 1,083,509

１年内 437,486千円

１年超 789,298

合計 1,226,784

(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

(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 358,586千円

リース資産減損勘定の

取崩額 

400

減価償却費相当額 338,457

支払利息相当額 21,526

減損損失  400

支払リース料 363,644千円

減価償却費相当額 345,050

支払利息相当額 17,204

支払リース料 482,669千円

リース資産減損勘定の

取崩額 

 400

減価償却費相当額 454,719

支払利息相当額 28,285

減損損失  400

(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

――――――

 

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

――――――

 

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 335,159千円

１年超 629,526

合計 964,685

１年内 410,231千円

１年超 518,548

合計 928,780

１年内 316,631千円

１年超 576,622

合計 893,253
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成19年11月30日現在）

当社グループ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３四半期連結会計期間末（平成20年11月30日現在）

時価評価されていない有価証券の主な内容及び四半期連結貸借対照表計上額

　関連会社株式　38,240千円

前連結会計年度末（平成20年２月29日現在）

当社グループ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３四半期連結会計期間末（平成19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３四半期連結会計期間末（平成20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。

前連結会計年度末（平成20年２月29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。

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

当社グループはストック・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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

当社グループはストック・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。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

当社グループはストック・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。

（セグメント情報）

a.事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

  当社グループは飲食業として、同一セグメントに属するレストランの業態開発と運営を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

  当社グループは飲食業として、同一セグメントに属するレストランの業態開発と運営を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

  当社グループは飲食業として、同一セグメントに属するレストランの業態開発と運営を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。
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b.所在地別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外店舗がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外店舗がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外店舗がないため、該当事項はありません。

c.海外売上高

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

  海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

  海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

  海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年11月30日）

（パーチェス法適用）

１．事業の取得先の名称及び取得した事業の内容、事業の取得を行った理由、事業の取得日、事業取得の法的

形式、事業取得企業の名称

(1) 事業の取得先の名称及び取得した事業の内容

株式会社吉祥　　飲食事業

(2) 事業の取得を行った理由 

　　「吉祥」ブランドの価値の更なる向上を目指し、国内外の集客立地において「吉祥」ブランドを用い

た店舗を展開するため。

(3) 事業の取得日

　平成19年７月31日（吉祥恵比寿店）　

　平成19年８月31日（吉祥横浜店）

(4) 事業取得の法的形式

事業譲受

(5) 事業取得企業の名称

株式会社クリエイト吉祥

２．第３四半期連結財務諸表に含まれる取得事業の業績の期間 

平成19年８月１日から平成19年9月30日まで

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

取得原価　220,227千円（取得の対価） 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) のれんの金額　　214,325千円

(2) 発生原因 

当該のれんは、期待される将来の収益力に関連し発生したもの。 

(3) 償却の方法及び償却期間 

定額法により５年で均等償却

５．事業の取得日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

資産の額 

科　　目 金額(千円)

 流動資産  

 　現金 700

 　たな卸資産 2,930

 固定資産  

 　建物付属設備 432

 　工具器具備品 1,839

合　計 5,902

６．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当第３四半期連結会計期間の四半期連結損益

計算書に及ぼす影響の概算額

当該影響は軽微なため、記載を省略しております。 

なお、当該注記情報６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せん。
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日  至 平成20年11月30日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成19年３月１日  至 平成20年２月29日）

（パーチェス法適用）

１．事業の取得先の名称及び取得した事業の内容、事業の取得を行った理由、事業の取得日、事業取得の法的

形式、事業取得企業の名称

(1) 事業の取得先の名称及び取得した事業の内容

株式会社吉祥　　飲食事業

(2) 事業の取得を行った理由 

　　「吉祥」ブランドの価値の更なる向上を目指し、国内外の集客立地において「吉祥」ブランドを用い

た店舗を展開するため。

(3) 事業の取得日

　平成19年７月31日（吉祥恵比寿店）　

　平成19年８月31日（吉祥横浜店）

(4) 事業取得の法的形式

事業譲受

(5) 事業取得企業の名称

株式会社クリエイト吉祥

２．連結財務諸表に含まれる取得事業の業績の期間 

平成19年８月１日から平成19年12月31日まで

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

取得原価　220,227千円（取得の対価） 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) のれんの金額　　214,325千円

(2) 発生原因 

当該のれんは、期待される将来の収益力に関連し発生したもの。 

(3) 償却の方法及び償却期間 

定額法により５年で償却

５．事業の取得日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

資産の額 

科　　目 金額(千円)

 流動資産  

 　現金 700

 　たな卸資産 2,930

 固定資産  

 　建物付属設備 432

 　工具器具備品 1,839

合　計 5,902

６．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

当該影響は軽微なため、記載を省略しております。 

なお、当該注記情報６については、監査証明を受けておりません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
　至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
　至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額    259円　75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    289円　38銭

１株当たり四半期純利益   35円　97銭

１株当たり純資産額    268円　46銭

１株当たり当期純利益 22円　 6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。 

　（注）１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日

　 至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日

　 至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日

   至　平成20年２月29日）

損益計算書上の四半期（当期）純利益

（千円）
229,306 618,449 379,208

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）
229,306 618,449 379,208

普通株式の期中平均株式数（株） 17,191,880 17,191,269 17,191,880
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６．四半期財務諸表等

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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  755,903   1,063,942   502,159   

２．売掛金  1,973,459   2,298,607   1,708,020   

３．たな卸資産  223,902   186,925   203,370   

４．前払費用  204,759   162,202   170,398   

５．繰延税金資産  224,864   272,930   171,935   

６．その他  82,070   118,643   46,445   

流動資産合計   3,464,960 24.2  4,103,251 27.4  2,802,330 21.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物  8,118,409   7,796,950   7,700,642   

(2)その他  148,191   123,974   147,212   

　有形固定資産合計 ※１ 8,266,601  57.8 7,920,925  52.9 7,847,854  59.3

２．無形固定資産  47,748  0.3 49,683  0.3 42,108  0.3

３．投資その他の資産           

(1)差入保証金  1,983,520   2,160,822   2,005,857   

(2)繰延税金資産  175,016   274,663   152,919   

(3)その他  376,185   466,731   375,568   

　投資その他の資産

　合計
 2,534,722  17.7 2,902,217  19.4 2,534,345  19.2

固定資産合計   10,849,072 75.8  10,872,827 72.6  10,424,308 78.8

資産合計   14,314,033 100.0  14,976,078 100.0  13,226,639 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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  938,623   931,945   801,726   

２．短期借入金  490,000   －   90,000   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 1,552,676   1,608,664   1,451,676   

４．未払金  1,185,722   1,456,930   966,472   

５．未払費用  783,455   876,777   664,504   

６．未払法人税等  330,912   587,751   403,929   

７．店舗閉鎖損失引当金  207,018   238,665   140,081   

８．その他 ※２ 402,804   445,458   477,785   

流動負債合計   5,891,213 41.2  6,146,192 41.0  4,966,177 37.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  3,691,493   3,504,002   3,386,324   

２．その他  265,425   284,461   236,910   

固定負債合計   3,956,918 27.6  3,788,463 25.3  3,623,234 27.4

負債合計   9,848,132 68.8  9,934,656 66.3  8,619,411 65.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   1,012,212 7.1  1,012,212 6.8  1,012,212 7.6

　２．資本剰余金           

(1)資本準備金  1,224,170   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   1,266,670 8.8  1,266,670 8.5  1,266,670 9.6

　３．利益剰余金           

　(1)その他利益剰余金           

     繰越利益剰余金  2,187,427   2,771,798   2,328,754   

利益剰余金合計   2,187,427 15.3  2,771,798 18.5  2,328,754 17.6

  ４．自己株式   △409 △0.0  △9,259 △0.1  △409 △0.0

株主資本合計   4,465,900 31.2  5,041,422 33.7  4,607,227 34.8

純資産合計   4,465,900 31.2  5,041,422 33.7  4,607,227 34.8

負債純資産合計   14,314,033 100.0  14,976,078 100.0  13,226,639 100.0
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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19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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   29,044,345 100.0  29,786,264 100.0  38,697,203 100.0

Ⅱ　売上原価   8,271,475 28.5  8,232,398 27.6  11,018,497 28.5

売上総利益   20,772,870 71.5  21,553,866 72.4  27,678,705 71.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   19,781,046 68.1  19,787,973 66.5  26,382,225 68.2

営業利益   991,824 3.4  1,765,893 5.9  1,296,480 3.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  152,951 0.5  180,357 0.6  203,785 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  61,075 0.2  66,587 0.2  82,520 0.2

経常利益   1,083,700 3.7  1,879,663 6.3  1,417,745 3.6

Ⅵ　特別損失 ※３  591,302 2.0  584,439 2.0  656,481 1.7

税引前四半期（当
期）純利益

  492,398 1.7  1,295,223 4.3  761,264 1.9

法人税、住民税及び
事業税

※５ 262,699   594,301   512,409   

法人税等調整額  － 262,699 0.9 － 594,301 1.9 △122,171 390,237 1.0

四半期（当期）純利
益

  229,699 0.8  700,922 2.4  371,026 0.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19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３四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）     229,699 229,699  229,699 229,699

第３四半期会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － － － △28,179 △28,179 － △28,179 △28,179

平成19年11月30日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,187,427 2,187,427 △409 4,465,900 4,465,900

当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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20年２月29日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,328,754 2,328,754 △409 4,607,227 4,607,227

第３四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）     700,922 700,922  700,922 700,922

自己株式の取得（千円）       △8,850 △8,850 △8,850

第３四半期会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － － － 443,044 443,044 △8,850 434,194 434,194

平成20年11月30日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,771,798 2,771,798 △9,259 5,041,422 5,041,422

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

事業年度中の変動額

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

当期純利益（千円）     371,026 371,026  371,026 371,026

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 113,147 113,147 － 113,147 113,147

平成20年２月29日　残高
（千円）

1,012,212 1,224,170 42,500 1,266,670 2,328,754 2,328,754 △409 4,607,227 4,607,227
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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19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

移動平均法による原価法

２．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

食品材料

同左

食品材料

同左

３．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

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

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 15～34年

建物付属設備 ３～15年

工具器具備品 ２～６年

────────

建物 15～34年

建物付属設備 ３～15年

工具器具備品 ２～６年

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

これによる損益への影響は軽微

であります。

建物 15～34年

建物付属設備 ３～15年

工具器具備品 ２～６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

(2）無形固定資産

同左

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）長期前払費用 

　定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は５年であ

ります。 

ただし、契約期間に定めがある

ものについては、その契約期間に

基づく定額法によっております。 

（3）長期前払費用 

同左

（3）長期前払費用

同左

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、

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。
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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 (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

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

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。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

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19年３月１日

至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年11月30日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 (減価償却方法の変更)

当第３四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、これにより営業利益、経常利益、税

引前四半期純利益は、それぞれ59,733千円減

少しております。

――――――  (減価償却方法の変更)

当事業年度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、これにより営業利益、経常利益、当

期純利益は、それぞれ91,597千円減少してお

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19年11月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成20年11月30日）

前事業年度末

（平成20年２月29日）

  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,133,954千円

  ※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

5,511,559千円

  ※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

4,428,767千円

――――――

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 1,427千円

協賛金収入    112,317

仕入割引     25,661

受取利息 3,677千円

協賛金収入 119,240

仕入割引 20,731

賃貸料収入 24,846

受取利息 2,525千円

協賛金収入    150,551

仕入割引     33,323

 ※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 56,478千円 支払利息 62,607千円 支払利息 75,554千円

  ※３．特別損失のうち主要なもの   ※３．特別損失のうち主要なもの   ※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 87,769千円

減損損失  　258,108

店舗閉鎖損     38,406 

店舗閉鎖損失引当金

繰入額
   207,018

固定資産除却損 8,700千円

減損損失 384,301

店舗閉鎖損 92,854

店舗閉鎖損失引当金

繰入額
98,583

固定資産除却損 182,514千円

減損損失  　264,252

店舗閉鎖損     69,633 

店舗閉鎖損失引当金

繰入額
   140,081

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）

千葉県

印西市

他 

店舗14店舗

建物 256,165

その他 1,942

合計 － － 258,108

　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

店舗及び閉鎖を決定した店舗について、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 258,108千円を減

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

加須市

他 

店舗15店舗

建物 381,154

その他 3,147

合計 － － 384,301

　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

店舗及び閉鎖を決定した店舗について、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 384,301千円を減

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）

千葉県

印西市

他 

店舗15店舗

建物 262,212

その他 2,039

合計 － － 264,252

　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

店舗及び閉鎖を決定した店舗について、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 264,252千円を減

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。 

４．減価償却実施額  　４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額　

有形固定資産 1,155,237千円

無形固定資産     15,949

投資その他の資産     28,833

有形固定資産 1,117,307千円

無形固定資産 7,888

投資その他の資産 27,974

有形固定資産 1,593,308千円

無形固定資産     21,590

投資その他の資産     38,712
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前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　※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。 

　※５．　　　　　同左 ―――――

（四半期株主資本等変動計算書関係）

 前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

１．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）

自己株式     

普通株式 120 － － 120

合計 120 － － 120

 当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

１．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）

自己株式     

普通株式（注） 120 27,300 － 27,420

合計 120 27,300 － 27,420

（注）普通株式の自己株式の増加は、自己株式の取得によるものであります。

 前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．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）

自己株式     

普通株式 120 － － 120

合計 120 － － 120
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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、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
2,266,710 1,022,181 -　 1,244,528

ソフト

ウェア
14,070 12,897 -　 1,172

合計 2,280,780 1,035,079 -　 1,245,700

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
2,292,967 1,229,154 1,063,812

合計 2,292,967 1,229,154 1,063,812

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
2,285,121 1,080,412 - 1,204,709

ソフト

ウェア
14,070 13,601 - 468

合計 2,299,191 1,094,013 - 1,205,178

(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 435,682千円

１年超 832,704

　合計 1,268,386

１年内 424,378千円

１年超 659,130

　合計 1,083,509

１年内 437,486千円

１年超 789,298

　合計 1,226,784

(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

(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 358,586千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

400

減価償却費相当額 338,457

支払利息相当額 21,526

減損損失 400

支払リース料 362,102千円

減価償却費相当額 343,648

支払利息相当額 17,059

支払リース料 482,669千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

400

減価償却費相当額 454,719

支払利息相当額 28,285

減損損失 400

(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

―――――― (減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

――――――

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 335,159千円

１年超 629,526

　合計 964,685

１年内 410,231千円

１年超 518,548

　合計 928,780

１年内 316,631千円

１年超 576,622

　合計 893,253
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成19年11月30日現在）

当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間末（平成20年11月30日現在）

　当第３四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成20年２月29日現在）

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年11月30日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 259円　77銭

１株当たり四半期純利益 13円　36銭

１株当たり純資産額 293円  71銭

１株当たり四半期純利益 40円　77銭

１株当たり純資産額 267円　99銭

１株当たり当期純利益 21円　58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。

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年11月30日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

損益計算書上の四半期（当期）純利益

（千円）
229,699 700,922 371,026

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）
229,699 700,922 371,026

普通株式の期中平均株式数

（株）
17,191,880 17,191,269 17,191,880
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７．仕入及び販売の状況

(１）仕入実績

　 当第３四半期連結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３四半期連結会計期間

（自 平成19年３月１日

至 平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年11月30日）

前連結会計年度

（自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29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 7,310,262 86.8 7,163,332 85.2 9,769,894 87.0

 フードコート 1,291,456 15.3 1,408,217 16.7 1,689,663 15.1

その他 △175,970 △2.1 △161,144 △1.9 △233,918 △2.1

 合　　計 8,425,748 100.0 8,410,405 100.0 11,225,639 100.0

　（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．その他は、主に本社一括購入による仕入割戻であります。

 　　　 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３四半期連結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３四半期連結会計期間

（自 平成19年３月１日

至 平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年11月30日）

前連結会計年度

（自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29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 24,267,814 83.4 24,558,836 81.6 32,520,603 83.6

 フードコート 4,832,421 16.6 5,548,244 18.4 6,368,540 16.4

 合　　計 29,100,235 100.0 30,107,081 100.0 38,889,144 100.0

　（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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