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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）前第１四半期連結会計期間より第１四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年２月期第１四半期の対前年同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 

  

(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 10,050 ― 798 ― 810 ― 297 ―

21年2月期第1四半期 10,287 ― 698 ― 729 ― 64 ―

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 18.92 ―

21年2月期第1四半期 3.78 ―

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 13,720 3,977 29.0 259.67
21年2月期 13,792 5,000 36.2 294.76

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,976百万円 21年2月期  4,997百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

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

21,000 ― 1,600 ― 1,660 ― 740 ― 47.70

通期 40,300 0.6 2,300 5.4 2,400 5.4 1,050 37.5 68.13
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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) 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．上記数値予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる数値、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後の様々 
  な要因によって上記予想と異なる可能性があります。 
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 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 15,314,832株 21年2月期  17,192,000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  236,220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 15,727,132株 21年2月期第1四半期 17,191,880株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な金融危機により、企業収益の大幅な縮小

や雇用情勢の悪化等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、諸原材料価格の高騰は落ち着いたものの、景気の悪化を受けた生活防衛意識の高まり

により、個人消費は一段と低迷する状況が続き、また同業他社や中食等の競争激化等により、非常に厳しい経営環

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効率化に注力すると共に、出店立地を厳選し、

成功確度の高い出店をすることにより、レストラン部門４店舗、フードコート部門６店舗、合計10店舗の新規出店

を行いました。 

 また、前期から実施している原価及び人件費のコントロール強化に引き続き取り組むと共に、積極的な業態変更

を実施することで、事業効率の改善を図ってまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は10,050百万円、営業利益798百万円、経常利益810百万

円、四半期純利益297百万円となりました。 

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、13,720百万円となりました。

これは主に減価償却に伴う有形固定資産の減少等によるものです。負債についても、短期借入金の増加及び自己株

式の取得に伴う長期借入金の増加等により9,742百万円となっており、結果、純資産は3,977百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結累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254百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが112百万円の資金減、財務活動によるキャ

ッシュ・フローが163百万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1,017百

万円となりました。 

 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） 

  当第１四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は254百万円となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益546百万円、減価償却費326百万円、仕入債務の増加96百万円、減損損失84百万円を計上した

一方で、法人税等の支払額680百万円及び店舗数の増加による売上増加に伴う売上債権の増加345百万円等があった

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１四半期連結累計期間における投資活動によって使用した資金は112百万円となりました。これは主に、固定

資産の取得による支出143百万円があった一方で、差入保証金の回収による収入93百万円等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１四半期連結累計期間における財務活動によって使用した資金は163百万円となりました。これは主に、自己

株式の取得に伴う長期借入れによる収入1,500百万円等があった一方で、自己株式の取得による支出1,081百万円及

び長期借入金の返済454百万円等があったことによるものであります。 

  

 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で培ってきた経験・ノ

ウハウを活かし、出店立地を厳選して絞り込んだ出店をしつつ、既存店のオペレーション強化に注力することによ

り、成長を図ってまいります。 

 当第１四半期の業績は概ね順調に推移しており、原価及び人件費のコントロール強化や積極的な業態変更による

事業効率の改善等により、平成22年２月期の第２四半期連結累計期間ならびに通期の業績予想につきましては、平

成21年４月14日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法は、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、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ため、前連結会計年度に

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っております。 

  

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り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。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。 

  

②たな卸資産に関する評価基準の変更 

  当第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」（企業会計基準第９号  平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、評価基準について先入先出法による原価法から先入先出法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）に変更しております。 

    この変更による当第１四半期連結累計期間の損益への影響はありません。  

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 1,017,878 1,038,443

売掛金 2,217,149 1,871,633

原材料 146,912 188,036

その他 387,636 401,234

流動資産合計 3,769,576 3,499,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,992,611 7,290,845

その他（純額） 112,254 94,872

有形固定資産合計 7,104,865 7,385,718

無形固定資産   

のれん 143,328 154,044

その他 48,569 51,562

無形固定資産合計 191,897 205,606

投資その他の資産   

差入保証金 2,106,310 2,147,108

その他 547,812 555,154

投資その他の資産合計 2,654,123 2,702,262

固定資産合計 9,950,886 10,293,587

資産合計 13,720,462 13,792,934
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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 886,378 790,216

短期借入金 1,934,664 1,608,664

未払法人税等 271,808 729,039

店舗閉鎖損失引当金 105,813 89,173

その他 2,320,400 2,175,313

流動負債合計 5,519,063 5,392,406

固定負債   

長期借入金 3,938,670 3,119,336

その他 284,833 280,871

固定負債合計 4,223,503 3,400,207

負債合計 9,742,567 8,792,614

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,012,212 1,012,212

資本剰余金 1,224,170 1,266,670

利益剰余金 1,740,399 2,842,817

自己株式 － △123,729

株主資本合計 3,976,781 4,997,970

少数株主持分 1,113 2,349

純資産合計 3,977,895 5,000,319

負債純資産合計 13,720,462 13,792,934
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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 10,050,440

売上原価 2,692,762

売上総利益 7,357,677

販売費及び一般管理費 6,559,179

営業利益 798,498

営業外収益  

協賛金収入 43,916

その他 8,828

営業外収益合計 52,745

営業外費用  

支払利息 22,758

支払手数料 16,908

その他 1,188

営業外費用合計 40,855

経常利益 810,388

特別損失  

減損損失 84,962

店舗閉鎖損失 100,256

店舗閉鎖損失引当金繰入額 54,330

その他 24,547

特別損失合計 264,097

税金等調整前四半期純利益 546,290

法人税、住民税及び事業税 249,992

法人税等合計 249,992

少数株主損失（△） △1,235

四半期純利益 297,534
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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 546,290

減価償却費 326,018

減損損失 84,962

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,640

支払利息 22,758

固定資産除却損 24,547

売上債権の増減額（△は増加） △345,515

その他の資産の増減額（△は増加） 62,974

仕入債務の増減額（△は減少） 96,161

その他の負債の増減額（△は減少） 103,820

その他 16,883

小計 955,541

利息の受取額 25

利息の支払額 △20,154

法人税等の支払額 △680,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,678

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △143,554

固定資産の売却による収入 2,668

差入保証金の差入による支出 △65,000

差入保証金の回収による収入 93,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,241

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） 100,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △454,666

自己株式の取得による支出 △1,081,294

配当金の支払額 △227,040

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,564

現金及び現金同等物の期首残高 1,038,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,017,878
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 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店舗がないため、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） 

  海外売上がないため、該当事項はありません。  

  

 ①自己株式の取得 

    当社は、取締役会決議に基づき、平成21年３月１日から平成21年３月31日（約定ベース）に自己株式

1,640,948株を取得し、自己株式が1,064,386千円増加しております。 

 ②自己株式の消却 

 当社は、取締役会の決議に基づき、平成21年４月27日付で1,877,168株の自己株式を消却したことによ

り、自己株式が1,188,115千円、資本剰余金が42,500千円、利益剰余金が1,145,615千円それぞれ減少してお

ります。 

  上記の結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が1,224,170千円、利益剰余金が1,740,399

千円、自己株式が零円となっております。 

  

（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
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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 10,287,181 

Ⅱ 売上原価 2,861,483 

売上総利益 7,425,697 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,726,711 

営業利益 698,958 

Ⅳ 営業外収益   

 １.受取利息 46 

 ２.協賛金収入 38,998 

 ３.仕入割引 7,146 

 ４.その他 4,831 

Ⅴ 営業外費用   

 １.支払利息 19,289 

 ２.その他 1,138 

経常利益 729,580 

Ⅵ 特別損失   

 １.固定資産除却損 838 

 ２.減損損失 309,209 

 ３.店舗閉鎖損 16,057 

 ４.店舗閉鎖損失引当金繰入額 223,424 

税金等調整前四半期純利益 180,051 

法人税、住民税及び事業税 121,858 

少数株主損失  6,719 

四半期純利益 64,912 
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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   

 税金等調整前四半期純利益 180,051 

 減価償却費 385,639 

 減損損失 309,209 

 店舗閉鎖損失引当金の増加額 223,424 

 受取利息 △46 

 支払利息 19,289 

 固定資産除却損  838 

 売上債権の増加額 △547,099 

 たな卸資産の減少額 11,909 

 その他資産の増加額 △55,646 

 仕入債務の増加額 150,321 

 未払金の増加額  57,299 

 未払費用の増加額 49,839 

 未払消費税等の減少額 △146,392 

 その他負債の増加額 160,029 

小計 850,917 

 利息及び配当金の受取額 46 

 利息の支払額 △19,186 

 法人税等の支払額 △359,463 

営業活動によるキャッシュ・フロー 420,063 
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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      

 有形固定資産の取得による支出  △657,231     

 無形固定資産の取得による支出 △2,012     

 差入保証金の差入による支出 △48,810     

 差入保証金の回収による収入 12,320     

投資活動によるキャッシュ・フロー △695,733     

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） 

△90,000     

 長期借入金による収入 1,590,000     

 長期借入金の返済による支出 △476,002     

 割賦代金の支払による支出 △819     

 配当金の支出 △226,950     

財務活動によるキャッシュ・フロー 796,228     

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 520,558     

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 565,760     

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,086,318     
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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） 

  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。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～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店舗がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  海外売上がないため、該当事項はありません。 

（３）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）
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(１）仕入実績 

  当第１四半期連結累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。 

（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１四半期連結累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。 

（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。 

３．その他は、主に業務受託収入であります。 

  

６．その他の情報

 事業部門別 

 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）

 前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 仕入高（千円）  構成比（％）  仕入高（千円）  構成比（％） 

レストラン       2,247,992    83.6    9,511,220    85.0

 フードコート    502,352    18.7    1,902,873    17.0

 その他    △60,992    △2.3    △227,836    △2.0

 合計    2,689,353    100.0    11,186,257    100.0

 事業部門別  

 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）

 前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 売上高（千円）  構成比（％）  売上高（千円）  構成比（％） 

レストラン       7,959,523    79.2    32,524,535    81.2

 フードコート    2,084,437    20.7    7,527,436    18.8

 その他    6,479    0.1    －    －

 合計    10,050,440    100.0    40,051,972    100.0
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