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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 1,575 13.9 95 56.5 99 61.5 56 66.1
22年2月期第1四半期 1,382 ― 61 ― 61 ― 34 ―

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

23年2月期第1四半期 4,553.75 4,551.53
22年2月期第1四半期 2,741.66 ―

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

23年2月期第1四半期 2,860 1,508 52.7 121,158.59
22年2月期 2,719 1,493 54.9 120,004.83

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  1,508百万円 22年2月期  1,493百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 3,400.00 3,400.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想） 0.00 ― 4,100.00 4,100.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,100 10.8 152 23.6 150 18.1 75 7.1 6,024.58

通期 6,100 8.5 302 11.4 300 9.1 155 0.6 12,450.80
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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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 12,449株 22年2月期  12,449株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期 12,449株 22年2月期第1四半期 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 
 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。 
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当第１四半期における国内経済は、世界的な金融不安や雇用不安などの影響により悪化した景気が緩

やかな回復基調に入り、雇用情勢の悪化や所得減少についても徐々に歯止めがかかっております。  

 一方、外食産業におきましては、外食を手控える傾向には若干の改善の兆しがみられるものの、消費

者の生活防衛意識は依然として強く、引き続き厳しい経営環境となっております。  

 このような状況のもと、当社は、当事業年度のスローガン「人・物・金・情報のタイムマネジメント

徹底」を掲げ、むやみな価格競争には参入せず、店舗アルバイトの育成強化や看板メニューのブラッシ

ュアップ及び衛生管理の強化など、Ｑ・Ｓ・Ｃ・Ａの凡事徹底によるバリューアップを図ってまいりま

した。また、省エネ法への対応を含めたＬＥＤ照明導入による水道光熱費の削減等を行い、コスト削減

に取り組んでまいりました。これらにより、既存店の対前年比につきましては、売上高100.3％、客数

101.1％と堅調に推移しております。   

また、店舗につきましては、ＨＵＢ業態２店舗（ロッテシティホテル錦糸町、Ｃolette・Mareみなと

みらい）、８２業態１店舗（ロッテシティホテル錦糸町）を出店し、当第１四半期末現在における店舗

数は63店舗となりました。 

これらの結果、当第１四半期の売上高は1,575百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は95百万円

（前年同期比56.5％増）、経常利益は99百万円（前年同期比61.5％増）、四半期純利益は56百万円（前

年同期比66.1％増）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は、３店舗の新規出店等により、前事業年度末に比べて141

百万円増加し、2,860百万円となりました。 

流動資産については、主に現金及び預金並びに前払費用の増加により、前事業年度末に比べて43百万

円増加し、760百万円となりました。 

固定資産については、主に新規出店に伴う有形固定資産の増加により、前事業年度末に比べて97百万

円増加し、2,100百万円となりました。 

負債については、主に借入金及び未払法人税等が減少したものの、買掛金及び賞与引当金並びに未払

費用の増加により、前事業年度末に比べて127百万円増加し、1,352百万円となりました。 

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56百万円を計上した

ことにより、前事業年度末に比べて14百万円増加し、1,508百万円となりました。 

(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13百万円増加し、472百万円となりました。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） 

営業活動の結果得られた資金は、184百万円（前年同期比36百万円の増加）となりました。 

主な要因は、税引前四半期純利益が97百万円、減価償却費が51百万円、仕入債務の増加が43百万円

となった一方で、法人税等の支払額が61百万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） 

投資活動の結果支出した資金は、64百万円（前年同期比11百万円の増加）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47百万円、差入保証金の差入による

支出が19百万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） 

財務活動の結果支出した資金は、106百万円（前年同期比1百万円の増加）となりました。 

主な要因は、配当金の支払額が42百万円、割賦債務の返済による支出が46百万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23年２月期の通期の業績予想につきましては、平成22年４月９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。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

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
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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１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 472,803 459,428

売掛金 19,174 14,120

原材料及び貯蔵品 50,903 50,613

その他 217,617 192,453

流動資産合計 760,497 716,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 951,584 894,525

その他（純額） 147,217 116,983

有形固定資産合計 1,098,802 1,011,508

無形固定資産 13,766 14,810

投資その他の資産   

差入保証金 894,742 883,385

その他 92,836 92,890

投資その他の資産合計 987,579 976,276

固定資産合計 2,100,148 2,002,595

資産合計 2,860,645 2,719,210

負債の部   

流動負債   

買掛金 174,211 130,322

1年内返済予定の長期借入金 51,324 54,324

未払金 303,006 305,687

未払法人税等 60,500 73,000

賞与引当金 118,296 82,874

その他 219,229 172,959

流動負債合計 926,567 819,168

固定負債   

長期借入金 58,467 69,798

リース債務 50,038 36,968

長期未払金 317,269 299,335

固定負債合計 425,774 406,102

負債合計 1,352,342 1,225,270
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

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 688,664 674,301

株主資本合計 1,508,303 1,493,940

純資産合計 1,508,303 1,493,940

負債純資産合計 2,860,645 2,719,210
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(2)四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,382,740 1,575,171

売上原価 390,106 437,433

売上総利益 992,634 1,137,737

その他の営業収入 3,823 4,791

営業総利益 996,458 1,142,529

販売費及び一般管理費 935,390 1,046,978

営業利益 61,067 95,551

営業外収益   

受取利息 6 11

受取保険金 1,019 1,624

固定資産受贈益 － 2,906

雑収入 149 296

営業外収益合計 1,176 4,838

営業外費用   

支払利息 471 879

雑損失 440 443

営業外費用合計 911 1,322

経常利益 61,332 99,067

特別損失   

固定資産除却損 713 407

その他 － 743

特別損失合計 713 1,150

税引前四半期純利益 60,618 97,917

法人税、住民税及び事業税 35,643 55,727

法人税等調整額 △9,155 △14,499

法人税等合計 26,487 41,227

四半期純利益 34,130 56,689
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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 60,618 97,917

減価償却費 43,802 51,329

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,268 35,421

受取利息 △6 △11

支払利息 471 879

有形及び無形固定資産除却損 713 407

売上債権の増減額（△は増加） △2,021 △5,053

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,972 △289

仕入債務の増減額（△は減少） 35,778 43,888

未払金の増減額（△は減少） 16,091 △6,839

その他 31,729 28,981

小計 218,473 246,630

利息の受取額 6 11

利息の支払額 △437 △902

法人税等の支払額 △69,615 △61,059

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,426 184,679

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 △12,670 △47,603

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 3,150 8,150

差入保証金の差入による支出 △25,086 △19,506

長期前払費用の取得による支出 △16,917 △5,556

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,805 △64,516

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 △20,331 △14,331

リース債務の返済による支出 － △3,423

割賦債務の返済による支出 △42,883 △46,707

配当金の支払額 △42,326 △42,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,540 △106,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,919 13,374

現金及び現金同等物の期首残高 347,484 459,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 337,564 472,803
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該当事項はありません。 

  

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) 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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