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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） 

（注） 当社は平成21年２月期より連結財務諸表を作成しているため、平成21年２月期第１四半期の数値及び対前年同期四半期増減率については、記載
しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 平成21年５月19日を効力発生日として、当社普通株式１株を２株へ株式分割しております。 
 

(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 4,097 ― 237 ― 257 ― 137 ―

21年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 11,752.77 11,434.20
21年2月期第1四半期 ― ―

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 8,146 1,764 21.7 148,529.76
21年2月期 7,952 1,609 20.2 280,677.90

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,764百万円 21年2月期  1,609百万円

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

8,220 ― 360 ― 390 ― 190 ― 33,060.72

通期 16,950 83.7 1,000 46.8 1,030 57.1 510 67.3 88,741.95

－1－



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）  有  

(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  無  
（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．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 当社は平成21年２月期より連結財務諸表を作成しているため、平成21年２月期第１四半期の期中平均株式数（四半期連結累計期間）について
は、記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の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 1社 （社名 株式会社ゴールデンマジック ） 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 無

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 11,900株 21年2月期  5,747株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  22株 21年2月期  11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 11,737株 21年2月期第1四半期  ―株
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   当第１四半期における我が国経済は、景気の急速な悪化が続き、製造業の減産の動きなどにより、雇用の大幅な

  調整につながることが懸念されております。 

   さらに、世界的な金融危機の深刻化や株式市場の変動の影響により、景気がさらに下げ押しするリスクが存在して

   おります。 

    このような情勢をもとに、外食産業では、個人の外食を控える傾向に歯止めがかからない中で、業界各社は値下

   げ等による競争を激化、来客数の減少、客単価の低下等、ますます企業体力を疲弊させている状況となっておりま

   す。 

    こうした中、当社グループでは、同業他社の撤退により物件の確保が容易になったこと及び、流出する優秀な人

   材を積極的に受け入れることができる環境になったこと等、当該外食不況が追い風となったことから、順調な新規

   出店を行うことが可能となり２店舗の新規出店を行いグループ全体で113店舗となりました。 

    また、平成21年５月１日には株式会社ゴールデンマジックを設立し、当社グループの更なる事業拡大を目論んで

   おります。 

     以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,097百万円、営業利益237百万円、経常利益257 

       百万円、四半期純利益137百万円となりました。  

  

 (資産) 

    当第1四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ194百万円増加し、8,146百万円と

   なりました。 

    流動資産につきましては、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ196百万円増加したことを主要な要因とし、 

   2,613百万円となりました。 

    固定資産につきましては、有形固定資産が前連結会計年度末に比べ96百万円増加したことを主要な要因とし、 

   2,639百万円となり、投資その他の資産は前連結会計年度末に比べ64百万円増加し、2,671百万円となりました。こ

   れらは、主に新規出店の投資によるものであります。 

  

  （負債・純資産） 

     当第1四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、6,382百万円とな

      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327百万円増加し3,272百万円となりました。 

   固定負債については287百万円減少し、3,110百万円となりました。これは借入金の返済により、長期借入金残高

   が245百万円減少したことを要因とします。 

     純資産は、前連結会計年度末に比べ154百万円増加し、1,764百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況  ） 

 当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業キャ

ッシュ・フローが460百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが152百万円の資金減、財務活動による

キャッシュ・フローが55百万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における現金及び

現金同等物は1,997百万円となりました。 

当第1四半期連結累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1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は460百万円となりました。これは、主として税

金等調整前四半期純利益を257百万円計上したほか、継続的な新規出店のための設備投資及び当社100%出資子会社

に係る店舗数が増加したことを主な要因とし、減価償却費を130百万円計上したことに加え、仕入債務が157百万円

増加したこと等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1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は152百万円となりました。これは、主として新

規出店に伴う有形固定資産の取得88百万円及び差入保証金の差入による支出41百万円、長期前払費用の増加による

支出24百万円がそれぞれあったこと等によるものであります。 

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．連結財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第1四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は55百万円となりました。これは、主として短

期借入金の純増額156百万円、長期借入金の返済による支出219百万円がそれぞれあったこと等によるものでありま

す。 

  

連結業績予想につきましては、平成21年4月13日発表の数値と同じであり、変更はありません。  

  

平成21年5月1日に株式会社ゴールデンマジックを設立したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に

含めております。 

   

１. 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。 

２．繰延税金資産の算定方法  

   繰延税金資産の回収可能性判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

   ず、かつ、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場合に、前連結会計年度末の検討にお

   いて使用した将来のタックス・プランニングを利用しております。 

３．経過勘定項目の算定方法 

             一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま 

             す。 

  

１． 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。 

２． たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

   当第１四半期連結会計期間より「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

   7月5日公表分）を適用し、評価基準については最終仕入原価法から最終仕入原価法（収益性の低下による

   簿価切り下げの方法）に変更しております。 

    なお、これによる損益に与える影響はありません。  

  

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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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 1,730,114 1,533,818

売掛金 230,160 219,330

有価証券 64,056 52,408

原材料 55,524 68,188

その他 535,536 510,321

貸倒引当金 △1,578 △1,807

流動資産合計 2,613,813 2,382,261

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,157,083 3,132,087

減価償却累計額 △756,495 △657,412

減損損失累計額 △51,103 △51,103

建物（純額） 2,349,484 2,423,571

工具、器具及び備品 503,947 497,906

減価償却累計額 △275,565 △246,100

減損損失累計額 △3,449 △3,449

工具、器具及び備品（純額） 224,931 248,356

土地 64,182 64,182

建設仮勘定 1,096 374

有形固定資産合計 2,639,694 2,736,485

無形固定資産   

のれん 193,850 205,253

その他 27,759 21,658

無形固定資産合計 221,609 226,911

投資その他の資産   

差入保証金 2,327,038 2,288,219

その他 353,513 318,734

貸倒引当金 △9,000 －

投資その他の資産合計 2,671,551 2,606,953

固定資産合計 5,532,855 5,570,350

資産合計 8,146,669 7,952,611
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 690,282 532,716

短期借入金 335,989 178,991

1年内返済予定の長期借入金 870,810 844,240

未払法人税等 135,936 243,938

引当金 69,635 25,784

その他 1,169,376 1,118,600

流動負債合計 3,272,030 2,944,270

固定負債   

長期借入金 2,355,872 2,601,542

負ののれん 541,612 570,627

その他 212,917 226,203

固定負債合計 3,110,402 3,398,372

負債合計 6,382,433 6,342,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,015 493,940

資本剰余金 489,015 483,940

利益剰余金 792,572 654,630

自己株式 △2,413 △2,413

株主資本合計 1,778,189 1,630,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,953 △20,129

評価・換算差額等合計 △13,953 △20,129

純資産合計 1,764,236 1,609,968

負債純資産合計 8,146,669 7,952,611
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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 4,097,321

売上原価 1,041,328

売上総利益 3,055,993

販売費及び一般管理費 2,818,476

営業利益 237,517

営業外収益  

負ののれん償却額 29,014

為替差益 11,625

その他 8,929

営業外収益合計 49,569

営業外費用  

支払利息 16,714

貸倒引当金繰入額 9,000

その他 3,688

営業外費用合計 29,402

経常利益 257,684

特別損失  

固定資産除却損 126

特別損失合計 126

税金等調整前四半期純利益 257,557

法人税、住民税及び事業税 129,955

法人税等調整額 △10,339

法人税等合計 119,615

四半期純利益 137,942
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（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 257,557

減価償却費 130,879

のれん償却額 11,402

負ののれん償却額 △29,014

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,770

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,152

支払利息 16,714

為替差損益（△は益） △11,625

売上債権の増減額（△は増加） △10,829

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,664

仕入債務の増減額（△は減少） 157,566

その他 121,967

小計 708,206

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △17,167

法人税等の支払額 △230,768

営業活動によるキャッシュ・フロー 460,280

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 △88,079

無形固定資産の取得による支出 △1,227

差入保証金の差入による支出 △41,093

長期前払費用の取得による支出 △24,573

その他 2,382

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,591

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） 156,998

長期借入金の返済による支出 △219,100

株式の発行による収入 10,150

その他 △3,159

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 264,202

現金及び現金同等物の期首残高 1,732,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,997,097

－8－



 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） 

  当社グループは飲食事業単一であり、売上高、営業利益及び資産の金額における事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。  

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、記載しておりません。  

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、記載しておりません。 

 該当事項はありません。 

  

  

「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 

      前年同四半期は連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

  

       前年同四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載しておりません。  

  

  

 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〕

〔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

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

６．その他の情報

－9－
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