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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

（注）平成20年２月期第３四半期については、連結財務諸表を作成していないため、平成21年２月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載してお 
   りません。 
 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。 

(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3四半期 12,216 ― 628 ― 735 ― 399 ―

21年2月期第3四半期 6,011 ― 313 ― 288 ― 145 ―

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3四半期 33,798.86 33,088.66
21年2月期第3四半期 25,444.39 24,348.86

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3四半期 7,944 2,027 25.5 170,626.64
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3四半期  2,027百万円 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） 

※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3四半期 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3四半期  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3四半期 11,834株 21年2月期第3四半期 5,712株



 当第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日～平成21年11月30日)におけるわが国経済は、依然として、企業収益

の低下が続いており、景気は持ち直しているものの、自律性に乏しく、失業率は過去最高水準になるなど厳しい状況

にあります。  

 外食業界におきましても、個人消費は、一旦は、経済対策の効果により、持ち直しの兆しが見られたものの、消費

者マインドは、概ね横ばいで推移しており実質雇用者所得が緩やかな減少傾向にある事を受け、依然厳しい状況は続

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、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21店舗の新規出店を行ったこと等によりグループ全体で134店舗となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高12,216百万円、営業利益628百万円、経常利益735百

万円、四半期純利益399百万円となりました。  

  

(資産)  

 当第３四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８百万円減少し7,944百万円とな

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169百万円減少したことを主要な要因とし、

2,263百万円となりました。  

 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149百万円減少し2,587百万円となり、投資その

他の資産は前連結会計年度末に比べ294百万円増加し2,901百万円となりました。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３四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426百万円減少し、5,916百万円とな

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85百万円減少し2,858百万円となりました。 

 固定負債につきましては、340百万円減少し3,057百万円となりました。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252百万円減少したことが要因であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ417百万円増加し、2,027百万円となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第３四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657百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが680百万円の資金減、財務活動によるキャ

ッシュ・フローが214百万円の資金減となりました。その結果、当第３四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1,508百万円となりました。 

 当第３四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３四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657百万円となりました。これは、主として税

金等調整前四半期純利益を732百万円計上したほか、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413百万円計上したことに加え、仕入債務が145百万円減少し

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３四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680百万円となりました。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297百万円及び差入保証金の差入による支出161百万円、営業譲受による

支出102百万円、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３四半期連結累計期間において財務活動に使用した資金は214百万円となりました。これは、主として短期借

入金の純減少額47百万円、長期借入金の借入れによる収入540百万円、長期借入金の返済による支出684百万円がそれ

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



 通期の業績予想については、第３四半期以降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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 1,364,279 1,533,818

売掛金 235,013 219,330

有価証券 66,047 52,408

原材料 68,059 68,188

その他 531,807 510,321

貸倒引当金 △1,665 △1,807

流動資産合計 2,263,542 2,382,261

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,330,893 3,132,087

減価償却累計額 △966,974 △657,412

減損損失累計額 △51,103 △51,103

建物（純額） 2,312,815 2,423,571

工具、器具及び備品 547,460 497,906

減価償却累計額 △339,971 △246,100

減損損失累計額 △3,449 △3,449

工具、器具及び備品（純額） 204,038 248,356

土地 64,182 64,182

建設仮勘定 6,365 374

有形固定資産合計 2,587,403 2,736,485

無形固定資産   

のれん 171,044 205,253

その他 20,486 21,658

無形固定資産合計 191,530 226,911

投資その他の資産   

差入保証金 2,545,592 2,288,219

その他 356,211 318,734

投資その他の資産合計 2,901,803 2,606,953

固定資産合計 5,680,737 5,570,350

資産合計 7,944,279 7,952,611



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 387,702 532,716

短期借入金 131,989 178,991

1年内返済予定の長期借入金 952,200 844,240

未払法人税等 244,435 243,938

賞与引当金 94,024 23,991

株主優待引当金 1,042 1,792

その他 1,047,192 1,118,600

流動負債合計 2,858,586 2,944,270

固定負債   

長期借入金 2,348,862 2,601,542

負ののれん 510,317 570,627

その他 198,787 226,203

固定負債合計 3,057,966 3,398,372

負債合計 5,916,552 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 1,054,606 654,630

自己株式 △2,413 △2,413

株主資本合計 2,040,373 1,630,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,646 △20,129

評価・換算差額等合計 △12,646 △20,129

純資産合計 2,027,726 1,609,968

負債純資産合計 7,944,279 7,952,611



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 12,216,384

売上原価 3,118,012

売上総利益 9,098,371

販売費及び一般管理費 8,469,716

営業利益 628,654

営業外収益  

協賛金収入 53,647

負ののれん償却額 88,785

その他 26,011

営業外収益合計 168,444

営業外費用  

支払利息 53,183

その他 8,438

営業外費用合計 61,622

経常利益 735,477

特別損失  

固定資産除却損 2,207

原状回復費 690

特別損失合計 2,898

税金等調整前四半期純利益 732,578

法人税、住民税及び事業税 370,929

法人税等調整額 △38,326

法人税等合計 332,603

四半期純利益 399,975



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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 732,578

減価償却費 413,855

のれん償却額 34,208

負ののれん償却額 △88,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） △142

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,032

支払利息 53,183

為替差損益（△は益） △13,611

売上債権の増減額（△は増加） △15,683

たな卸資産の増減額（△は増加） 129

仕入債務の増減額（△は減少） △145,013

その他 34,800

小計 1,075,552

利息及び配当金の受取額 228

利息の支払額 △55,456

法人税等の支払額 △362,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 657,673

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 △297,813

無形固定資産の取得による支出 △6,188

営業譲受による支出 △102,800

差入保証金の差入による支出 △161,168

長期前払費用の取得による支出 △43,092

その他 22,837

投資活動によるキャッシュ・フロー △680,726

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） △47,002

長期借入れによる収入 540,000

長期借入金の返済による支出 △684,720

株式の発行による収入 10,300

その他 △33,476

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,338

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 1,508,556



 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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



「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３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   6,011,120  100.0

Ⅱ 売上原価   1,527,624 25.4 

売上総利益   4,483,496 74.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 広告宣伝費 210,790     

２ 貸倒引当金操入額 1,182     

３ 役員報酬 85,800     

４ 給料手当 1,469,197     

５ 賞与 26,439     

６ 賞与引当金操入額 50,576     

７ 賃借料  899,071     

８ リース料 106,189     

９ 減価償却費 241,295     

10 のれん償却費 11,402     

11 水道光熱費 269,624     

12 消耗品費 187,920     

13 支払手数料 132,563     

14 旅費交通費 77,322     

15 その他 401,014 4,170,391  69.4 

営業利益   313,104 5.2 

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息 387     

２ 受取協賛金 29,854     

３ その他 1,712 31,954 0.5 

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息 25,034     

２ 営業外支払手数料 502     

３ 為替差損 27,390     

４ その他 3,395 56,322 0.9 

経常利益   288,736 4.8 

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産売却損 134     

２ 固定資産除却損 2,307  2,442 0.0 

税金等調整前四半期純利益   286,293 4.8 

法人税、住民税及び事業税 156,527     

法人税等調整額 △15,572 140,955 2.3 

四半期純利益   145,338 2.4 

        



  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日) 

区分 金額（千円） 

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 286,293 
減価償却費 241,295 
のれん償却費   11,402 
貸倒引当金の増加額 1,182 
賞与引当金の増加額 38,030 
受取利息 △387 
支払利息 25,034 
固定資産売却損 134 

固定資産除却損 2,307 

未払費用の増加額 128,579 

前受収益の減少額 △1,355 
売上債権の増加額 △34,353 
たな卸資産の増加額 △10,076 
未収入金の増加額 △175,688 
仕入債務の増加額 227,599 
その他 109,193 

小計 849,193 
利息及び配当金の受取額 387 
利息の支払額 △24,983 
法人税等の支払額 △204,721 

営業活動によるキャッシュ・フロー 619,875 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額 △800 
有形固定資産の取得による支出 △254,671 
投資有価証券の取得による支出 △152,463 
連結の範囲の変更を伴う子会社  △420,790 
差入保証金の差入による支出 △237,460 
長期前払費用の増加額 △6,637 
その他 △5,341 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,078,165 
Ⅲ 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 210,323 
長期借入れによる収入 1,435,000 
長期借入金の返済による支出 △331,176 
割賦未払金の支払額 △18,742 
株式の発行による収入 2,550 
自己株式取得による支出 △2,413 
その他 △20 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,295,520 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,390 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 809,840 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 415,633 
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期期末残高 1,225,473 
    



該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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