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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,382 ― 61 ― 61 ― 34 ―
21年2月期第1四半期 1,187 9.8 73 △13.0 78 △6.7 42 △13.3

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 2,741.66 ―
21年2月期第1四半期 3,409.61 3,409.08

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 2,585 1,373 53.1 110,313.03
21年2月期 2,471 1,381 55.9 110,971.37

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,373百万円 21年2月期  1,381百万円

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 ― ― ― 3,400.00 3,400.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 3,200.00 3,200.00

3.  平成22年2月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

2,816 15.8 116 △9.4 115 △16.1 59 △21.3 4,739.34

通期 5,688 14.0 262 14.4 260 7.9 130 4.0 10,442.61
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 12,449株 21年2月期  12,449株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 12,449株 21年2月期第1四半期 12,449株

※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予想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異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第１四半期における国内経済は、世界的な金融危機による世界同時不況の影響により景気の後退感が増し、

外食産業におきましても個人消費の低迷が続くなど厳しい経営環境となっております。  

このような状況の中、当社は、当事業年度のスローガン「凡事徹底」のもと、初期教育プログラム導入による店

舗アルバイトの早期戦力化や、原材料・消耗品の価格見直しによるコスト削減の推進、英国ＰＵＢメニュー・週

刊誌価格メニューの拡充によるお客様満足の向上に取り組んでまいりました。これらにより、既存店の対前年比

につきましては、売上高101.2％、客数105.7％と堅調に推移しております。  

 また、店舗につきましては、ＨＵＢ業態３店舗（横浜鶴屋町、名駅、横浜西口）を出店し、当第１四半期末現

在における店舗数は56店舗となりました。 

これらの結果、当第１四半期の売上高は1,382百万円（前年同期比16.4％増）、営業利益は61百万円（前年同

期比16.6％減）、経常利益は61百万円（前年同期比21.4％減）、四半期純利益は34百万円（前年同期比19.6％

減）となりました。 

  

（１）財政状態の変動状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は、３店舗の新規出店等により、前事業年度末に比べて114百万円増

加し、2,585百万円となりました。 

流動資産については、前事業年度末に比べて2百万円増加し、584百万円となりました。 

固定資産については、主に新規出店に伴う有形固定資産及び差入保証金の増加により、前事業年度末に比べて

111百万円増加し、2,001百万円となりました。 

負債については、主に未払法人税等及び借入金が減少したものの、買掛金及び未払金並びに割賦未払金の増加

により、前事業年度末に比べて122百万円増加し、1,212百万円となりました。 

純資産については、四半期純利益34百万円を計上したものの、配当金の支払により42百万円減少したことによ

り、前事業年度末に比べて8百万円減少し、1,373百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて9百

万円減少し、337百万円となりました。それぞれの詳細は以下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１四半期会計期間の営業活動の結果増加した資金は、148百万円となりました。 

主な要因は、税引前四半期純利益が60百万円、減価償却費が43百万円、仕入債務の増加が35百万円となった一

方で、法人税等の支払額が69百万円あったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間の投資活動の結果減少した資金は、52百万円となりました。 

主な要因は、新規出店に伴う差入保証金の差入による支出が25百万円、有形固定資産の取得による支出が12百

万円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１四半期会計期間の財務活動の結果減少した資金は、105百万円となりました。 

主な要因は、配当金の支払額が42百万円、割賦債務の返済による支出が42百万円あったことによるものです。

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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平成22年２月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年４月10日発表の決算短信で

開示した予想数値に変更はありません。 

  

四半期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 

(1)当事業年度より「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、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

(2)会計処理基準に関する事項の変更 

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

が、当第１四半期会計期間より、「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９号）が適用されたことに伴い、最終仕入原価法による原価法（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、この変更に伴う損益への影響はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他
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5.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 337,564 347,484

売掛金 12,629 10,608

原材料及び貯蔵品 45,675 42,702

その他 188,539 181,467

流動資産合計 584,409 582,262

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 891,598 825,913

その他（純額） 63,147 49,540

有形固定資産合計 954,745 875,453

無形固定資産 16,934 16,850

投資その他の資産   

差入保証金 919,484 899,647

その他 109,849 97,140

投資その他の資産合計 1,029,333 996,788

固定資産合計 2,001,013 1,889,092

資産合計 2,585,422 2,471,355

負債の部   

流動負債   

買掛金 157,381 121,602

1年内返済予定の長期借入金 54,324 63,324

未払金 284,686 245,995

未払法人税等 40,400 78,500

賞与引当金 102,933 68,664

その他 171,457 142,465

流動負債合計 811,182 720,552

固定負債   

長期借入金 58,791 70,122

長期未払金 342,162 299,198

固定負債合計 400,953 369,320

負債合計 1,212,135 1,089,872

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,019 628,019

資本剰余金 191,619 191,619

利益剰余金 553,647 561,843

株主資本合計 1,373,286 1,381,482

純資産合計 1,373,286 1,381,482

負債純資産合計 2,585,422 2,471,355
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(2)四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

(単位：千円)

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

売上高 1,382,740

売上原価 390,106

売上総利益 992,634

その他の営業収入 3,823

営業総利益 996,458

販売費及び一般管理費 935,390

営業利益 61,067

営業外収益  

受取利息 6

受取保険金 1,019

その他 149

営業外収益合計 1,176

営業外費用  

支払利息 471

雑損失 440

営業外費用合計 911

経常利益 61,332

特別損失  

固定資産除却損 713

特別損失合計 713

税引前四半期純利益 60,618

法人税、住民税及び事業税 35,643

法人税等調整額 △9,155

法人税等合計 26,487

四半期純利益 34,130
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 60,618

減価償却費 43,802

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,268

受取利息 △6

支払利息 471

有形及び無形固定資産除却損 713

売上債権の増減額（△は増加） △2,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,972

仕入債務の増減額（△は減少） 35,778

未払金の増減額（△は減少） 16,091

その他 31,729

小計 218,473

利息の受取額 6

利息の支払額 △437

法人税等の支払額 △69,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,426

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 △12,670

無形固定資産の取得による支出 △1,280

差入保証金の回収による収入 3,150

差入保証金の差入による支出 △25,086

長期前払費用の取得による支出 △16,917

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,805

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △20,331

割賦債務の返済による支出 △42,883

配当金の支払額 △42,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,919

現金及び現金同等物の期首残高 347,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 337,564
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

 
  

「参考資料」

前第１四半期会計期間

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,187,596

Ⅱ 売上原価 333,866

   売上総利益 853,729

Ⅲ その他の営業収入 3,125

   営業総利益 856,855

Ⅳ 販売費及び一般管理費 783,605

   営業利益 73,250

Ⅴ 営業外収益 5,817

Ⅵ 営業外費用 1,060

   経常利益 78,007

   税引前四半期純利益 78,007

   税金費用 35,561

   四半期純利益 42,446
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

 
  

前第１四半期会計期間

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 78,007

   減価償却費 38,751

   賞与引当金の増減額（減少：△） 24,751

   受取利息 △ 61

   支払利息 424

   売上債権の増減額（増加：△） △ 4,251

   たな卸資産の増減額（増加：△） 2,005

   仕入債務の増減額（減少：△） 30,626

   未払金の増減額（減少：△） △ 44,577

   その他 △ 5,188

    小計 120,488

   利息の受取額 61

   利息の支払額 △ 412

   法人税等の支払額 △ 50,698

  営業活動によるキャッシュ・フロー 69,438

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 △ 4,140

   差入保証金の返還による収入 3,150

   差入保証金の支出 △ 25,663

   長期前払費用の支出 △ 14,002

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,656

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △ 17,000

   割賦債務の返済による支出 △ 36,342

   配当金の支払額 △ 31,122

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 84,465

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△） △ 55,683

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 321,992

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 266,308
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