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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 2,799 ― 123 ― 127 ― 70 ―
21年2月期第2四半期 2,432 11.8 128 △15.8 137 △11.2 75 △4.8

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2四半期 5,688.00 ―
21年2月期第2四半期 6,059.73 6,055.40

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 2,604 1,409 54.1 113,259.37
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2四半期  1,409百万円 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
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 ― ― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 12,449株 21年2月期第2四半期 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２四半期累計期間（平成２１年３月１日～平成２１年８月３１日）における国内経済は、一部の経済指標

を通じて景気の底入れ感も見られましたが、国内消費におきましては雇用情勢の悪化や家計所得の減少等から依

然として個人消費の低迷が続き、先行き不透明な状況で推移いたしました。  

 外食産業におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりや、新型インフルエンザ感染の警戒などにより外食

動機が低迷するなど厳しい状況となりました。  

 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、「競争力強化」「週刊誌価格の推

進」等に取り組んでまいりました。  

 「競争力強化」につきましては、新教育ツールの運用によるアルバイトの早期戦力化を図り、カウンターでの

「お待たせしないドリンク提供」を推進していく事でお客様満足度の向上に繋げてまいりました。また、「週刊

誌価格の推進」につきましては、「３８０円メニュー」をさらに２品導入し、価格、品質ともに魅力あるメニュ

ーを展開する事で購買意欲促進と来店動機の向上を図りました。  

 これらにより、既存店の対前年比は、売上高98.4％、客数102.2％となりました。  

 店舗につきましては、ＨＵＢ業態４店舗（横浜鶴屋町、名駅、横浜西口、八重洲）、８２業態１店舗（新宿西

口大ガード）を出店し、当第２四半期末現在における店舗数は58店舗となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,799百万円（前年同期比15.1％増）、営業利益は123百万円

（前年同期比4.0％減）、経常利益は127百万円（前年同期比7.2％減）、四半期純利益は70百万円（前年同期比

6.1％減）となりました。 

  

（１）財政状態の変動状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、５店舗の新規出店等により、前事業年度末に比べて132百万円増

加し、2,604百万円となりました。 

流動資産については、前事業年度末に比べて3百万円減少し、578百万円となりました。 

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

136百万円増加し、2,025百万円となりました。 

負債については、買掛金及び借入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104百万円増加

し、1,194百万円となりました。 

純資産については、配当金の支払により42百万円減少したものの、四半期純利益70百万円を計上したことによ

り、前事業年度末に比べて28百万円増加し、1,409百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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25百

万円減少し、322百万円となりました。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２四半期累計期間の営業活動の結果増加した資金は、166百万円となりました。 

主な要因は、税引前四半期純利益が125百万円、減価償却費が93百万円、仕入債務の増加が24百万円となった

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２四半期累計期間の投資活動の結果減少した資金は、86百万円となりました。 

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30百万円、有形固定資産の取得による支出が41百

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２四半期累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。 

これは、長期借入れによる収入が60百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が34百万円、割賦債務

の返済による支出が88百万円、配当金の支払額が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、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２四半期会計期間末 
(平成21年８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 322,094 347,484

売掛金 13,523 10,608

原材料及び貯蔵品 47,763 42,702

その他 195,140 181,467

流動資産合計 578,522 582,262

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 912,729 825,913

その他（純額） 70,356 49,540

有形固定資産合計 983,085 875,453

無形固定資産 15,696 16,850

投資その他の資産   

差入保証金 921,667 899,647

その他 105,288 97,140

投資その他の資産合計 1,026,955 996,788

固定資産合計 2,025,738 1,889,092

資産合計 2,604,261 2,471,355

負債の部   

流動負債   

買掛金 146,208 121,602

1年内返済予定の長期借入金 63,324 63,324

未払金 244,389 245,995

未払法人税等 63,000 78,500

賞与引当金 73,270 68,664

その他 161,539 142,465

流動負債合計 751,732 720,552

固定負債   

長期借入金 95,460 70,122

長期未払金 347,102 299,198

固定負債合計 442,562 369,320

負債合計 1,194,295 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 590,326 561,843

株主資本合計 1,409,965 1,381,482

純資産合計 1,409,965 1,381,482

負債純資産合計 2,604,261 2,471,355
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(2)四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

(単位：千円)

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

売上高 2,799,029

売上原価 790,314

売上総利益 2,008,714

その他の営業収入 7,538

営業総利益 2,016,253

販売費及び一般管理費 1,892,731

営業利益 123,521

営業外収益  

受取利息 93

受取保険金 3,250

固定資産受贈益 1,811

その他 657

営業外収益合計 5,813

営業外費用  

支払利息 838

雑損失 687

営業外費用合計 1,525

経常利益 127,808

特別損失  

固定資産除却損 1,960

特別損失合計 1,960

税引前四半期純利益 125,848

法人税、住民税及び事業税 54,260

法人税等調整額 777

法人税等合計 55,038

四半期純利益 70,809
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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２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 125,848

減価償却費 93,515

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,606

受取利息 △93

支払利息 838

有形及び無形固定資産除却損 1,960

売上債権の増減額（△は増加） △2,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,061

仕入債務の増減額（△は減少） 24,605

未払金の増減額（△は減少） △19,940

その他 13,011

小計 236,375

利息の受取額 93

利息の支払額 △791

法人税等の支払額 △69,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,044

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 △41,674

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 6,300

差入保証金の差入による支出 △30,419

長期前払費用の取得による支出 △19,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,364

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 60,000

長期借入金の返済による支出 △34,662

割賦債務の返済による支出 △88,080

配当金の支払額 △42,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,389

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 322,094
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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２四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 
  

「参考資料」

前第２四半期累計期間

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,432,837

Ⅱ 売上原価 687,164

   売上総利益 1,745,673

Ⅲ その他の営業収入 6,733

   営業総利益 1,752,407

Ⅳ 販売費及び一般管理費 1,623,774

   営業利益 128,632

Ⅴ 営業外収益 12,057

Ⅵ 営業外費用 3,008

   経常利益 137,681

Ⅶ 特別損失 1,775

   税引前四半期純利益 135,905

   法人税、住民税及び事業税 62,446

   法人税等調整額 △1,978 60,468

   四半期純利益 75,437
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第２四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 
  

前第２四半期累計期間

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 135,905

   減価償却費 80,656

   賞与引当金の増減額（減少：△） 825

   受取利息 △359

   支払利息 768

   固定資産除却損 1,775

   売上債権の増減額（増加：△） △492

   たな卸資産の増減額（増加：△） △5,092

   仕入債務の増減額（減少：△） 38,796

   未払金の増減額（減少：△） △47,318

   その他 △10,589

    小計 194,875

   利息の受取額 359

   利息の支払額 △747

   法人税等の支払額 △50,664

  営業活動によるキャッシュ・フロー 143,821

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 △14,290

   無形固定資産の取得による支出 △1,115

   差入保証金の返還による収入 6,300

   差入保証金の支出 △47,498

   長期前払費用の支出 △18,444

  投資活動によるキャッシュ・フロー △75,048

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 △34,000

   割賦債務の返済による支出 △72,140

   配当金の支払額 △31,122

  財務活動によるキャッシュ・フロー △137,262

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △68,489

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 253,503
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