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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 4,175 ― 173 ― 176 ― 97 ―
21年2月期第3四半期 3,664 14.3 129 △19.1 142 △15.5 78 △6.0

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 7,820.67 ―
21年2月期第3四半期 6,311.03 ―

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 2,613 1,436 55.0 115,392.04
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3四半期  1,436百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 12,449株 21年2月期第3四半期 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３四半期累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）における外食業界は、企業業績の低迷や雇用

情勢の悪化から消費者の生活防衛意識が一層高まり、内食志向の強まりや各社の低価格競争激化など厳しい経営

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、各社の低価格戦略に追随する事な

く、創業以来の「価値ある週刊誌価格」の実現に向け取組みを行って参りました。当事業年度の主な施策としま

しては、アルバイトの「初期教育プログラム」を導入し従業員教育に注力する事でアルバイトの早期戦力化、定

着率向上によるスキルアップを図りました。また、当第３四半期におきましては、外部環境に左右されにくい堅

調なメンバー売上確保の為、メンバー顧客囲い込みの施策を行う事で既存店の客数拡大に寄与いたしました。 

 これらにより、既存店の対前年比は、売上高97.8％、客数101.8％となりました。   

店舗につきましては、ＨＵＢ業態５店舗（横浜鶴屋町、名駅、横浜西口、八重洲、千葉富士見）、８２業態１

店舗（新宿西口大ガード）を出店し、当第３四半期末現在における店舗数は59店舗となりました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は4,175百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は173百万円

（前年同期比33.3％増）、経常利益は176百万円（前年同期比23.9％増）、四半期純利益は97百万円（前年同期

比23.9％増）となりました。 

  

（１）財政状態の変動状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて142百万円増加し、2,613百万円となりまし

た。 

流動資産については、前事業年度末に比べて14百万円増加し、597百万円となりました。 

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

127百万円増加し、2,016百万円となりました。 

負債については、主に未払法人税等が減少したものの、割賦未払金及び賞与引当金の増加により、前事業年度

末に比べて87百万円増加し、1,177百万円となりました。 

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97百万円を計上したことによ

り、前事業年度末に比べて55百万円増加し、1,436百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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20百

万円減少し、327百万円となりました。それぞれの詳細は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間の営業活動の結果増加した資金は、245百万円となりました。 

主な要因は、税引前四半期純利益が173百万円、減価償却費が144百万円、賞与引当金の増加が40百万円あった

一方で、法人税等の支払額が129百万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３四半期累計期間の投資活動の結果減少した資金は、98百万円となりました。 

主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が54百万円、差入保証金の差入による支出が30百

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３四半期累計期間の財務活動の結果減少した資金は、167百万円となりました。 

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51百万円、割賦債務

の返済による支出が132百万円、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３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 327,224 347,484

売掛金 14,430 10,608

原材料及び貯蔵品 42,719 42,702

その他 212,788 181,467

流動資産合計 597,163 582,262

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 911,936 825,913

その他（純額） 71,426 49,540

有形固定資産合計 983,363 875,453

無形固定資産 14,458 16,850

投資その他の資産   

差入保証金 918,517 899,647

その他 100,116 97,140

投資その他の資産合計 1,018,634 996,788

固定資産合計 2,016,455 1,889,092

資産合計 2,613,619 2,471,355

負債の部   

流動負債   

買掛金 136,790 121,602

1年内返済予定の長期借入金 60,324 63,324

未払金 249,807 245,995

未払法人税等 36,900 78,500

賞与引当金 109,352 68,664

その他 166,140 142,465

流動負債合計 759,315 720,552

固定負債   

長期借入金 81,129 70,122

長期未払金 336,659 299,198

固定負債合計 417,788 369,320

負債合計 1,177,103 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 616,876 561,843

株主資本合計 1,436,515 1,381,482

純資産合計 1,436,515 1,381,482

負債純資産合計 2,613,619 2,471,355
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(2)四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

(単位：千円)

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

売上高 4,175,171

売上原価 1,179,039

売上総利益 2,996,131

その他の営業収入 13,246

営業総利益 3,009,377

販売費及び一般管理費 2,836,304

営業利益 173,073

営業外収益  

受取利息 109

受取保険金 2,355

固定資産受贈益 2,323

その他 799

営業外収益合計 5,587

営業外費用  

支払利息 1,376

雑損失 1,009

営業外費用合計 2,386

経常利益 176,274

特別損失  

固定資産除却損 3,185

特別損失合計 3,185

税引前四半期純利益 173,089

法人税、住民税及び事業税 88,280

法人税等調整額 △12,550

法人税等合計 75,729

四半期純利益 97,359
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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３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 173,089

減価償却費 144,944

賞与引当金の増減額（△は減少） 40,687

受取利息 △109

支払利息 1,376

有形及び無形固定資産除却損 3,185

売上債権の増減額（△は増加） △3,822

たな卸資産の増減額（△は増加） △16

仕入債務の増減額（△は減少） 15,187

未払金の増減額（△は減少） △15,427

その他 17,183

小計 376,279

利息の受取額 109

利息の支払額 △1,324

法人税等の支払額 △129,738

営業活動によるキャッシュ・フロー 245,326

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 △54,229

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 9,450

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 △22,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,495

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 △51,993

割賦債務の返済による支出 △132,769

配当金の支払額 △42,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,259

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 327,224
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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３四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

 
  

「参考資料」

前第３四半期累計期間

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,664,293

Ⅱ 売上原価 1,032,888

   売上総利益 2,631,404

Ⅲ その他の営業収入 10,087

   営業総利益 2,641,492

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,511,611

   営業利益 129,880

Ⅴ 営業外収益 16,066

Ⅵ 営業外費用 3,719

   経常利益 142,228

Ⅶ 特別損失 1,857

   税引前四半期純利益 140,370

   法人税、住民税及び事業税 76,966

   法人税等調整額 △15,161 61,804

   四半期純利益 78,565
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

 
  

前第３四半期累計期間

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 140,370

   減価償却費 126,441

   賞与引当金の増減額（減少：△） 31,690

   受取利息 △429

   支払利息 1,045

   固定資産除却損 1,857

   売上債権の増減額（増加：△） △2,302

   たな卸資産の増減額（増加：△） △2,430

   仕入債務の増減額（減少：△） 36,655

   未払金の増減額（減少：△） △29,363

   その他 △6,352

    小計 297,183

   利息の受取額 429

   利息の支払額 △1,005

   法人税等の支払額 △95,047

  営業活動によるキャッシュ・フロー 201,558

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 △46,542

   無形固定資産の取得による支出 △9,660

   差入保証金の返還による収入 9,450

   差入保証金の支出 △56,138

   長期前払費用の支出 △20,883

  投資活動によるキャッシュ・フロー △123,774

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 △46,000

   割賦債務の返済による支出 △110,022

   配当金の支払額 △31,122

  財務活動によるキャッシュ・フロー △187,145

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △109,361

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 212,631
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