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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第1四半期 2,337 ― 32 ― 17 ― 32 ―

21年2月期第1四半期 2,356 1.8 22 82.5 16 △38.4 0 △93.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第1四半期 1,715.18 1,097.93
21年2月期第1四半期 30.53 27.72

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

22年2月期第1四半期 7,504 1,548 20.6 55,547.91
21年2月期 7,335 1,515 20.7 54,372.72

（参考） 自己資本  22年2月期第1四半期  1,548百万円 21年2月期  1,515百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,905 ― 50 ― 40 ― 28 ― 1,004.59

通期 9,868 3.2 120 20.0 100 24.2 47 ― 1,686.22



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の業績予想は、本資料の発表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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績
等は業況の変化などの様々な要因により上記予想と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及びご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 28,870株 21年2月期 28,870株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 1,000株 21年2月期 1,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 27,870株 21年2月期第1四半期 28,353株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界経済の急速な悪化が引き続き影響し、企業収益

が大幅に落ち込む中で、雇用環境の悪化や生活防衛意識の高まりから個人消費も低迷するなど、極めて厳しい状況で

推移いたしました。 

 外食業界におきましても、景気低迷により外食頻度が低下し、節約志向や低価格志向が高まるなど、経営環境は一

層厳しさを増しております。 

 このような環境のもと、当社グループでは、既存店のリニューアルや不採算店の売却等により強い業態への選択と

集中を進めるとともに、コスト削減に努め、収益力の改善に取り組みました。出退店におきましては、新規出店１店

舗、閉店３店舗に加え、既存店１店舗をリニューアルし、平成21年５月末日現在の業態数及び店舗数は、34業態75店

舗となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同期比0.8%減）、営業利益は 百万円（同

49.3%増）、経常利益は 百万円（同5.3%増）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期は四半期純利益０百万

円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 (1) 飲食事業 

  個人消費の低迷など経済環境が冷え込む中で、高単価のレストラン業態が苦戦するなど、業態ごとの優劣が生じ

ていることから、業態の選択と集中を図るとともにコスト構造の見直しを進めました。新規出店におきましては、

平成21年４月に「しゃぶしゃぶ謝々まる（シャシャマル）mozoワンダーシティ上小田井店」（名古屋市西区）を出

店いたしました。既存店におきましては、平成21年３月に「我歩（ガッポ）」（名古屋市中村区）を「旬道大地

（シュントウダイチ）」としてリニューアルオープンするとともに、「LAPEROUSE（ラペルーズ）」（名古屋市西

区）など３店舗を閉店いたしました。 

  その結果、飲食事業における売上高は2,177百万円（前年同期比3.9%減）、営業利益は２百万円（同69.8%減）と

なりました。 

 (2) ブライダル事業 

  営業体制の見直しを行ったことで、大幅な受注件数の増加につながりました。その結果、ブライダル事業におけ

る売上高は168百万円（前年同期比105.6%増）、営業利益は14百万円（前年同期は営業損失５百万円）となりまし

た。 

 (3) 不動産事業 

  テナントビル「ダイヤモンドウェイ」や「G-SEVENS 刈谷」などの賃貸収入等により、不動産事業における売上

高は54百万円（前年同期比36.9%増）、営業利益は15百万円（同0.5%減）となりました。 

 (4) その他の事業 

  広告代理業務等のその他の事業における売上高は57百万円（前年同期比7.6%減）、営業損失は１百万円（前年同

期は営業利益４百万円）となりました。 

  

 なお、前年同期比及び前年同期の金額につきましては、参考として記載しております。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計年度末比168百万円増加）となり、負債は

百万円（同135百万円増加）、純資産は 百万円（同32百万円増加）となりました。 

 流動資産につきましては、現金及び預金が 百万円（前連結会計年度末比６百万円増加）、売掛金が 百万円

（同32百万円増加）となり、前連結会計年度末に比べ総額で129百万円増加し 百万円となりました。 

 固定資産につきましては、差入保証金の増加（前連結会計年度末比39百万円増加）を主な要因として、前連結会計

年度末に比べ38百万円増加し 百万円となりました。 

 流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ134百万円増加し 百万円となりました。これは、１年内返

済予定の長期借入金が43百万円、買掛金が31百万円、それぞれ増加し、賞与引当金を22百万円計上したことなどが主

な要因であります。 

 固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べて微増の 百万円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金が32百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し

百万円となりました。 

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

2,337 32

17 32

２．連結財政状態に関する定性的情報

7,504

5,955 1,548

407 256

1,036

6,467

2,314

3,641

1,548
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(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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 百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが 百万円の資金減、財務活動によるキャッ

シュ・フローが５百万円の資金減となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は307百万円と

なり、前連結会計年度末の301百万円に比べ５百万円増加しております。 

 当第１四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） 

  営業活動の結果得られた資金は 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を 百万円、

非資金項目である減価償却費を 百万円計上したことなど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） 

  投資活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得に

よる支出が 百万円、差入保証金の差入による支出が 百万円あったことなど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） 

  財務活動の結果使用した資金は５百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が 百万円であっ

たのに対し、短期借入金の純減額が 百万円、長期借入金の返済による支出が 百万円あったことなどによるも

のであります。 

  

  

 通期の見通しにつきましては、国内外の経済環境が不透明な状況となっており、個人消費におきましても、雇用環

境の悪化や景気後退の影響を受けて停滞が続くものと見込まれます。そうした環境の中で、当社グループを取り巻く

経営環境も引き続き厳しい環境が続くと考えておりますが、外食業界におきましては、各社の出店抑制傾向や不採算

店舗の撤退の加速など淘汰の傾向がございますので、コストを抑えた出店が可能な居抜き物件の獲得や好立地への出

店といった面で、チャンスが多いことも事実であると認識しております。 

 当社グループでは、消費が低迷する中においても利益が確保できる体制づくり、コストの見直し・削減に努めると

ともに、業態の選択と集中を図り、収益性の向上を目指して取り組んでまいります。 

 平成22年２月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間において、計画に対し想定した範囲内

で順調に推移しておりますので、平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

  

  

該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックスプラン

ニングを利用する方法 により算定しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

①四半期連結財務諸表作成に係る会計基準の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

228 216

228 62

133

216

189 53

240

39 206

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として 終仕入原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として 終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響ありません。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所

有権移転外ファイナンス・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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産の減価償

却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 この結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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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 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 407,519 401,485

売掛金 256,897 224,466

有価証券 342 342

原材料及び貯蔵品 67,077 72,385

その他 307,127 210,432

貸倒引当金 △2,675 △2,681

流動資産合計 1,036,289 906,430

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,320,961 3,135,466

土地 1,456,891 1,456,891

その他（純額） 174,308 370,057

有形固定資産合計 ※  4,952,161 ※  4,962,415

無形固定資産   

無形固定資産合計 7,155 6,663

投資その他の資産   

差入保証金 1,395,658 1,356,426

その他 112,807 103,919

投資その他の資産合計 1,508,466 1,460,346

固定資産合計 6,467,783 6,429,424

資産合計 7,504,072 7,335,854

負債の部   

流動負債   

買掛金 378,749 347,159

短期借入金 360,000 399,000

1年内返済予定の長期借入金 869,595 826,116

未払法人税等 37,290 25,866

賞与引当金 22,021 －

その他 647,261 581,868

流動負債合計 2,314,918 2,180,010

固定負債   

長期借入金 3,566,842 3,576,911

その他 74,192 63,565

固定負債合計 3,641,034 3,640,476

負債合計 5,955,952 5,820,487
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 653,975 653,975

資本剰余金 583,975 583,975

利益剰余金 386,170 353,417

自己株式 △76,000 △76,000

株主資本合計 1,548,120 1,515,367

純資産合計 1,548,120 1,515,367

負債純資産合計 7,504,072 7,335,854
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,337,979

売上原価 670,736

売上総利益 1,667,242

販売費及び一般管理費 ※  1,634,284

営業利益 32,957

営業外収益  

受取利息 216

協賛金収入 2,115

設備賃貸料 2,525

その他 5,183

営業外収益合計 10,040

営業外費用  

支払利息 17,936

その他 7,561

営業外費用合計 25,498

経常利益 17,500

特別利益  

固定資産売却益 995

貸倒引当金戻入額 33

受取立退料 107,500

特別利益合計 108,529

特別損失  

固定資産売却損 31,645

固定資産除却損 24,388

店舗閉鎖損失 7,499

特別損失合計 63,534

税金等調整前四半期純利益 62,495

法人税、住民税及び事業税 29,742

法人税等合計 29,742

四半期純利益 32,752

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成22年２月期第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 62,495

減価償却費 133,283

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,021

受取利息及び受取配当金 △216

支払利息 17,936

有形固定資産売却益 △995

有形固定資産売却損 31,645

有形固定資産除却損 24,388

受取立退料 △107,500

売上債権の増減額（△は増加） △32,431

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,307

仕入債務の増減額（△は減少） 31,590

その他 74,112

小計 261,639

利息及び配当金の受取額 229

利息の支払額 △17,965

法人税等の支払額 △15,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,337

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 △189,861

有形固定資産の売却による収入 3,060

無形固定資産の取得による支出 △1,039

店舗撤退による収入 35,800

差入保証金の回収による収入 1,458

差入保証金の差入による支出 △53,640

その他 △12,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,772

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（△は減少） △39,000

長期借入れによる収入 240,000

長期借入金の返済による支出 △206,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,975

現金及び現金同等物の期首残高 301,622

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  307,597
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

(注)１．事業区分の方法 

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な内容 

飲食事業・・・・・・居酒屋、レストラン等での飲食サービスの提供 

ブライダル事業・・・挙式・披露宴サービスの提供 

不動産事業・・・・・不動産の賃貸・管理業務等 

その他の事業・・・・広告代理業等 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。   

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
飲食事業 

  
（千円） 

ブライダル
事業 

（千円） 

不動産事業
  

（千円）  

その他の
事業 

（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高                                          

(1) 外部顧客に対する 

  売上高 
 2,121,783  168,740  45,980  1,473  2,337,979  －  2,337,979

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
 55,908  －  8,208  55,883  120,000  △120,000  －

計  2,177,692  168,740  54,188  57,357  2,457,979  △120,000  2,337,979

営業利益  2,074  14,326  15,340  △1,801  29,940  3,017  32,957

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日）  

  

科目

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,356,738

Ⅱ 売上原価  654,491

売上総利益  1,702,246

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,680,167

営業利益  22,079

Ⅳ 営業外収益  17,770

Ⅴ 営業外費用  23,229

経常利益  16,620

Ⅵ 特別利益  385

Ⅶ 特別損失  15,343

税金等調整前四半期純利益  1,662

法人税、住民税及び事業税  797

四半期純利益  865
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前第１四半期純
利益  1,662

減価償却費  122,547

減損損失  9,849

貸倒引当金の減少額 △382

受取利息及び受取配当金 △282

支払利息  16,123

固定資産除却損  1,044

売上債権の増加額 △36,166

たな卸資産の減少額  593

仕入債務の増加額  16,880

未払金の増加額  16,878

その他 △66,716

小計  82,032

利息及び配当金の受取額  251

利息の支払額 △17,229

法人税等の支払額 △129,442

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△64,388
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前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

定期預金の預入による支出 △30,035

貸付けによる支出 △1,550

貸付金の回収による収入  2,807

有形固定資産の取得による
支出 

△375,358

無形固定資産の取得による
支出 

△5,425

差入保証金の差入による支
出 

△71,915

差入保証金の回収による収
入  320

その他  △7,229

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△488,387

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金純増減額  516,630

長期借入による収入  300,000

長期借入金の返済による支
出 

△151,692

社債の償還による支出 △50,000

株式の発行による収入  1,000

自己株式の取得による支出 △76,244

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  539,693

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  539,693

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△13,082

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  343,679

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  330,597
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