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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

（注）平成21年２月期第２四半期については、中間連結損益計算書を作成していないため、平成21年２月期第２四半期の連結経営成績及び対前年同四半
   期増減率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2四半期 8,140 ― 447 ― 515 ― 289 ―

21年2月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 24,526.32 23,974.16
21年2月期第2四半期 ― ―

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2四半期 8,059 1,919 23.8 161,498.58
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2四半期  1,919百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
  ２．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株当たり当期純利益の数値については、当該株式分割
    の影響を踏まえた数値を記載しております。 

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 16,950 83.7 1,000 46.8 1,030 57.1 510 67.3 43,452.33



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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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）平成21年２月期第２四半期については、中間連結損益計算書を作成していないため、平成21年２月期第２四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．連結業績に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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2四半期 11,906株 21年2月期  5,747株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  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2四半期 11,810株 21年2月期第2四半期  ―株



  当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年８月31日）におけるわが国の経済は、輸出や生産活動

 面で持ち直しの動きが見られた一方、企業収益の悪化に伴い設備投資活動は停滞し、雇用・所得環境の悪化が続き 

 ました。厳しい雇用情勢や夏季の天候不順の影響等により個人消費は低調に推移する状況でありました。 

  外食業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりや低価格競争の激化を背景に収益性確保が難しい中、 

 厳しい経営環境が続いております。 

   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16店舗の新規出店を行ったこと等によりグループ全体で131店舗となりました。また、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２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高8,140百万円、営業利益447百万円、経常利益 

 515百万円、四半期純利益289百万円となりました。 

   

  （資産） 

   当第２四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106百万円増加し8,059百万円  

  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69百万円減少したことを主要な要因とし、 

   2,305百万円となりました。 

    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46百万円減少し2,690百万円となり、投資  

   その他の資産は前連結会計年度末に比べ255百万円増加し2,862百万円となりました。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２四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202百万円減少し、6,140百万円と

   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65百万円減少し2,878百万円となりました。 

   固定負債については136百万円減少し3,261百万円となりました。これは、主として借入金の返済等により、長期

  借入金残高が97百万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309百万円増加し、1,919百万円となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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370百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが508百万円の資金減、財務活動による

キャッシュ・フローが6百万円の資金増となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び

現金同等物の残高は1,613百万円となりました。 

当第２四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２四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370百万円となりました。これは、主として

税金等調整前四半期純利益を512百万円計上したほか、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269百万円計上したことに加え、仕入債務の減少によ

る支出を153百万円計上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２四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508百万円となりました。これは、主として

新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出197百万円及び差入保証金の差入による支出116百万円、営業譲受に

よる支出83百万円、定期預金の純増加額92百万円がそれぞれあったこと等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２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は６百万円となりました。これは、主として短

期借入金の純増加額33百万円、長期借入金の借入れによる収入440百万円、長期借入金の返済による支出463百万円

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



がそれぞれあったこと等によるものであります。 

  

     通期の業績予想については、下半期もさらに厳しい経営環境が続くと思われますが、費用の低減等をすすめ、当 

   初予想の利益の確保をする予定であり、平成21年４月13日発表の連結業績予想の変更はありません。 

  

    (注）業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条 

     件に基づいたものです。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異なる結果 

     となる可能性があります 

  

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、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 

  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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 1,464,051 1,533,818

売掛金 204,042 219,330

有価証券 65,405 52,408

原材料 64,216 68,188

その他 508,831 510,321

貸倒引当金 △1,479 △1,807

流動資産合計 2,305,067 2,382,261

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,302,850 3,132,087

減価償却累計額 △859,888 △657,412

減損損失累計額 △51,103 △51,103

建物（純額） 2,391,858 2,423,571

工具、器具及び備品 539,725 497,906

減価償却累計額 △305,999 △246,100

減損損失累計額 △3,449 △3,449

工具、器具及び備品（純額） 230,276 248,356

土地 64,182 64,182

建設仮勘定 3,811 374

有形固定資産合計 2,690,129 2,736,485

無形固定資産   

のれん 182,447 205,253

その他 19,891 21,658

無形固定資産合計 202,338 226,911

投資その他の資産   

差入保証金 2,501,917 2,288,219

その他 369,086 318,734

貸倒引当金 △9,000 －

投資その他の資産合計 2,862,003 2,606,953

固定資産合計 5,754,471 5,570,350

資産合計 8,059,538 7,952,611



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 379,458 532,716

短期借入金 212,989 178,991

1年内返済予定の長期借入金 918,120 844,240

未払法人税等 250,590 243,938

引当金 35,627 25,784

その他 1,082,045 1,118,600

流動負債合計 2,878,830 2,944,270

固定負債   

長期借入金 2,503,892 2,601,542

負ののれん 540,755 570,627

その他 216,811 226,203

固定負債合計 3,261,458 3,398,372

負債合計 6,140,289 6,342,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,090 493,940

資本剰余金 489,090 483,940

利益剰余金 944,286 654,630

自己株式 △2,413 △2,413

株主資本合計 1,930,053 1,630,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,804 △20,129

評価・換算差額等合計 △10,804 △20,129

純資産合計 1,919,249 1,609,968

負債純資産合計 8,059,538 7,952,611



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 8,140,703

売上原価 2,080,698

売上総利益 6,060,005

販売費及び一般管理費 5,612,904

営業利益 447,101

営業外収益  

協賛金収入 36,523

負ののれん償却額 58,346

その他 22,032

営業外収益合計 116,903

営業外費用  

支払利息 33,970

その他 14,882

営業外費用合計 48,853

経常利益 515,151

特別損失  

固定資産除却損 1,585

原状回復費 690

特別損失合計 2,276

税金等調整前四半期純利益 512,875

法人税、住民税及び事業税 238,554

法人税等調整額 △15,335

法人税等合計 223,219

四半期純利益 289,655



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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 512,875

減価償却費 269,428

のれん償却額 22,805

負ののれん償却額 △58,346

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,671

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,365

支払利息 33,970

為替差損益（△は益） △12,987

売上債権の増減額（△は増加） 15,288

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,972

仕入債務の増減額（△は減少） △153,257

その他 △14,578

小計 638,208

利息及び配当金の受取額 221

利息の支払額 △37,516

法人税等の支払額 △230,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,114

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △92,500

有形固定資産の取得による支出 △197,216

無形固定資産の取得による支出 △3,002

営業譲受による支出 △83,630

差入保証金の差入による支出 △116,816

長期前払費用の取得による支出 △37,922

その他 22,161

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,926

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） 33,998

長期借入れによる収入 440,000

長期借入金の返済による支出 △463,770

株式の発行による収入 10,300

その他 △13,972

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,555

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,268

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 1,613,626



 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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。 

  

（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



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 

      前年同四半期は中間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。  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

     前年同四半期は中間連結キャッシュ・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。    

  

「参考資料」



    該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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