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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年2月期第1四半期 7,793 △16.7 45 △71.5 13 △85.8 13 △84.0
22年2月期第1四半期 9,354 ― 160 ― 98 ― 83 ―

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 116.02 ―
22年2月期第1四半期 1,138.38 ―

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 27,541 10,177 36.6 87,353.63
22年2月期 28,024 10,164 35.9 87,237.25

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  10,071百万円 22年2月期  10,057百万円

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 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 
連結累計期間

16,218 △5.1 204 △6.9 70 △38.3 41 △78.7 362.64

通期 31,822 △2.5 474 85.2 204 286.4 121 160.2 1,053.00
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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）  無  

(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、５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） 

(4) 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 116,495株 22年2月期  116,495株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  1,202株 22年2月期  1,202株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 115,293株 22年2月期第1四半期  73,293株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、政府による経済対策効果などを背景に一部景気持

ち直しの兆しが見られたものの、雇用・所得環境は依然として厳しい状況におかれ、海外景気の下振れ

懸念やデフレの影響等もあり、景気の自律的な回復には至りませんでした。 

 外食産業においても、雇用不安・所得減少を抱える消費者の生活防衛意識は依然強く、外食を手控え

る傾向に未だ変化の兆しは見えておりません。 

このような環境下、当社グループは「選択と集中・原点回帰」をキーワードとし、業務委託店舗数約

600店舗という経営資源を誇る中核事業「店舗委託事業」を中心とした事業戦略を展開すると同時に、

不採算取引先との取引見直し、人件費の削減などを中心とした大規模な経営改善を推進しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高が、7,793百万円（対前年同四半期比

16.7％減）、利益面では経常利益が13百万円（対前年同四半期比85.8％減）、当第１四半期純利益は13

百万円（対前年同四半期比84.0％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

 なお、前第３四半期連結会計期間より、従来の「店舗不動産事業」から「店舗管理事業」へ、「プラ

イベート・エクイティ事業」から「資産管理事業」へ名称を変更し、当第１四半期連結会計期間より、

従来の「店舗運営事業」から「店舗委託事業」へ、「店舗コンサルティング事業」から「店舗直営事

業」へ名称を変更致しました。 

 「資産管理事業」は売上割合が減少しており、今後もこの傾向が予想されるため、「その他の事業」

へ名称を変更致しました。 

 これは、事業実態をより適切に反映した名称への変更であり、セグメント区分を変更するものではあ

りません。 

店舗委託事業におきましては、居抜き業態での出店が進み、安定した顧客基盤を有しております。

業務委託型店舗数につきましては、今後も安定した増加が予想されます。 

 しかしながら、当社グループが属する外食業界におきましては、消費者の節約志向が以依然強く、

低価格化による顧客獲得指向が高まるなど、企業間競争が一層激しさを増しており、当社の業務委託

先の収益にも大きな影響を与えることとなりました。 

 このことにより業務委託先との中途契約解除が増え、新たな業務委託先との契約を締結するまでの

家賃負担等の費用が増加いたしました。 

 この結果、店舗委託事業の売上高は、6,427百万円（対前年同四半期比11.2％減）、営業損失は、

53百万円（前年同四半期は23百万円の営業利益）となりました。 

 今後は原点回帰の方針の下、立地・業態・投資コスト・流動性等をより重視した店舗開発を行って

まいります。 

・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

① 店舗委託事業
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店舗管理事業におきましては、不動産市況が軟弱となる中で当社グループの持つ情報網を駆使し高

い入居率を維持することにより、安定的な収益を確保できました。 

この結果、店舗管理事業の売上高は、135百万円（対前年同四半期比27.5％増）、営業利益は、45百

万円（対前年同四半期比29.9％減）となりました。 

店舗総合サービス事業におきましては、前々期より与信管理を中心とした事業に転換した為に、前

年同四半期に比して減収となりました。 

 この結果、店舗総合サービス事業の売上高は、3百万円（対前年同四半期比88.7％減）、営業損失

は、24百万円（対前年同四半期は39百万円の営業損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ482百万円減少し27,541百万円と

なりました。主に現金及び預金の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ495百万円減少し17,364百万円となりました。主に借入金の減少に

よるものであります。 

 少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し10,177百万円となりまし

た。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ116.38円増加し87,353.63円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末の35.9％から0.7ポイント改善し36.6％となりました。 

  

当第１四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、前連結会計年度末と比べ134百

万円減少し、2,322百万円（前年同四半期末4,003百万円）となりました。 

 当第１四半期連結会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。 

  

当第１四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益が15百万円、減価償却費288百万円、

のれん償却費24百万円、業務委託型店舗資産（長期前払費用）償却費34百万円となったこと等により、

営業活動によるキャッシュ・フローは、512百万円の収入（前年同四半期109百万円の収入）となりまし

た。 

  

② 店舗直営事業 

  店舗直営事業におきましては、寿司チェーン店の事業改革が順調に推進した結果、収益面の改   

 善を図ることができ、平成20年12月に同寿司チェーンの事業譲渡を受けて以来、初の営業利益   

 を確保することとなりました。 

  この結果、店舗直営事業の売上高は、1,226百万円（対前年同四半期比29.5％減）、営業利益 

 は、17百万円（対前年同四半期比67.2％減）となりました。

③ 店舗管理事業

④ 店舗総合サービス事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

（2）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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当第１四半期連結会計期間における業務委託型店舗資産の回収による収入82百万円となる一方で、有

形固定資産の取得による支出146百万円となったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フロー

は、64百万円の支出（前年同四半期411百万円の支出）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における長期借入れによる収入400百万円となる一方で、長期借入金の返

済による支出905百万円、社債の償還による支出47百万円となったこと等により、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは582百万円の支出（前年同四半期1,024百万円の収入）となりました。 

  

平成22年４月14日発表いたしました業績予想に変更はございません。 

※上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスクや

不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる

可能性があることをご承知ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

１ 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の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２ 税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,322,296 2,456,704

受取手形及び売掛金 1,831,306 1,828,764

営業投資有価証券 448,573 423,573

営業貸付金 235,017 235,017

商品及び製品 522 522

原材料及び貯蔵品 17,021 20,914

その他 1,119,417 1,122,626

貸倒引当金 △197,512 △135,703

流動資産合計 5,776,643 5,952,421

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,307,148 2,300,453

減価償却累計額 △242,224 △216,746

建物及び構築物（純額） 2,064,923 2,083,706

店舗固定資産 ※2 8,891,095 ※2 9,044,501

減価償却累計額 ※2 △3,542,031 ※2 △3,423,227

店舗固定資産（純額） ※2 5,349,063 ※2 5,621,273

土地 6,327,366 6,327,366

その他 166,392 156,523

減価償却累計額 △117,991 △114,881

その他（純額） 48,401 41,641

有形固定資産合計 13,789,754 14,073,989

無形固定資産

のれん 477,067 512,103

その他 47,785 45,767

無形固定資産合計 524,853 557,870

投資その他の資産

繰延税金資産 467,738 467,738

業務委託型店舗資産 ※3 5,096,321 ※3 5,178,285

その他 2,668,717 2,670,242

貸倒引当金 △782,388 △876,499

投資その他の資産合計 7,450,389 7,439,766

固定資産合計 21,764,997 22,071,626

資産合計 27,541,640 28,024,047
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 149,775 141,440

短期借入金 4,590,800 4,785,400

1年内償還予定の社債 125,000 155,000

未払金 1,399,666 1,331,112

未払法人税等 7,213 92,586

賞与引当金 19,665 20,644

債務保証損失引当金 56 89

店舗撤退損失引当金 8,468 40,601

その他 1,129,927 1,109,470

流動負債合計 7,430,573 7,676,344

固定負債

社債 180,000 197,500

長期借入金 8,131,950 8,469,400

長期預り金 1,560,520 1,468,690

その他 61,171 47,863

固定負債合計 9,933,641 10,183,453

負債合計 17,364,214 17,859,798

純資産の部

株主資本

資本金 5,334,210 5,334,210

資本剰余金 5,195,430 5,195,430

利益剰余金 △172,883 △186,259

自己株式 △285,234 △285,234

株主資本合計 10,071,522 10,058,146

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △260 △302

評価・換算差額等合計 △260 △302

新株予約権 3,106 3,344

少数株主持分 103,057 103,060

純資産合計 10,177,425 10,164,249

負債純資産合計 27,541,640 28,024,047
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

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

売上高 9,354,543 7,793,952

売上原価 8,636,130 7,400,746

売上総利益 718,413 393,205

販売費及び一般管理費 ※1 558,308 ※1 347,578

営業利益 160,105 45,627

営業外収益

受取利息 6,972 4,064

業務委託契約解約益 14,568 44,312

雑収入 － 15,999

その他 5,125 －

営業外収益合計 26,666 64,376

営業外費用

支払利息 67,625 55,666

支払手数料 5,920 2,505

業務委託契約解約損 4,252 36,660

その他 10,574 1,232

営業外費用合計 88,373 96,064

経常利益 98,398 13,939

特別利益

投資有価証券売却益 7,935 －

賞与引当金戻入額 － 1,317

その他 2,083 343

特別利益合計 10,018 1,660

特別損失

商品評価損 12,312 －

固定資産除却損 － 147

店舗撤退損失 － 224

その他 2,944 －

特別損失合計 15,256 371

税金等調整前四半期純利益 93,160 15,228

法人税等 9,726 1,855

少数株主損失（△） △1 △3

四半期純利益 83,435 13,376
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 93,160 15,228

減価償却費 359,264 288,318

のれん償却額 30,353 24,359

業務委託型店舗資産（長期前払費用）償却費 33,403 34,571

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,887 △32,301

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,408 △979

店舗撤退損失引当金の減少額 － △32,132

受取利息及び受取配当金 △6,972 △4,064

支払利息 67,625 55,666

業務委託契約解約損益(△は益） △10,315 △7,651

商品評価損 12,312 －

売上債権の増減額（△は増加） △230,244 △2,541

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,543 3,892

仕入債務の増減額（△は減少） 9,151 8,334

その他 △169,843 297,579

小計 236,734 648,279

利息及び配当金の受取額 6,905 3,847

利息の支払額 △68,885 △57,837

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △65,045 △81,480

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,708 512,809

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 △276,998 △146,622

有形固定資産の売却による収入 27,736 49,262

無形固定資産の取得による支出 △17,000 △6,362

無形固定資産の売却による収入 － 6,234

投資有価証券の売却による収入 20,610 －

業務委託型店舗資産の取得による支出 △211,239 △76,903

業務委託型店舗資産の回収による収入 70,468 82,319

その他 △24,673 27,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △411,095 △64,427
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(単位：千円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △26,300

長期借入れによる収入 1,560,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △746,990 △905,750

融資手数料の支払による支出 △5,920 △2,505

社債の発行による収入 250,000 －

社債の償還による支出 △30,000 △47,500

配当金の支払額 △210 △82

リース債務の返済による支出 － △651

子会社解散に伴う少数株主持分の財産分配金に
よる支出

△2,205 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,024,673 △582,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 723,287 △134,408

現金及び現金同等物の期首残高 3,279,890 2,456,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,003,177 ※ 2,322,296
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該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

  

 
  

 
  

(注) １ 事業区分の方法 

   事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗運営事業…………飲食店舗の運営及び飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等)  

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

                 （開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等） 

  (3) 店舗不動産事業………飲食向け不動産に係る事業 

               （店舗の出店に適した不動産の取得・売却、不動産の賃貸管理等） 

  (4) 店舗コンサルティング事業……飲食店舗に係るコンサルティングサービス等の提供 

                   （業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等） 

  (5) プライベート・エクイティ事業……プライベート・エクイティ投資 

                     （プライベート・エクイティ・ファンドの運用管理、  

                      飲食ビジネスのインキュベーション等） 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

店舗運営事業
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗不動産事業 
(千円)

店舗コンサルティン
グ事業(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,237,988 33,518 106,427 1,740,572

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,065,611 ─ 44,250 1,145

計 8,303,599 33,518 150,678 1,741,717

営業利益又は営業損失(△) 23,976 △39,250 64,333 53,426

プライベート・エク
イティ事業(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

236,037 9,354,543 ─ 9,354,543

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,111,007 (1,111,007) ─

計 236,037 10,465,551 (1,111,007) 9,354,543

営業利益又は営業損失(△) 5,057 107,543 52,561 160,105
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日) 

  

 
  

 
  

(注) １ 事業区分の方法 

   事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分の変更 

  前第３四半期連結会計期間より、従来の「店舗不動産事業」から「店舗管理事業」へ、「プライベート・ 

  エクイティ事業」から「資産管理事業」へ名称を変更致しました。 

    当第１四半期連結会計期間より、従来の「店舗運営事業」から「店舗委託事業」へ、「店舗コンサルティ 

  ング事業」から「店舗直営事業」へ名称を変更致しました。 

  「資産管理事業」は売上割合が減少しており、今後もこの傾向が予想されるため、「その他の事業」へ名 

  称を変更致しました。 

  なお、セグメント名称変更によりセグメント情報に与える影響はありません。 

３ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗委託事業…………飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等)  

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

               （開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等） 

  (3) 店舗管理事業………飲食店舗ビルに係る事業 

               （飲食店舗ビルを中心とした賃貸管理等） 

  (4) 店舗直営事業……飲食店舗直営 

               （直営店舗運営、業態開発・発掘等） 

  (5) その他の事業……資産管理事業 

               （投資事業組合における運用管理） 

  

  

店舗委託事業
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗管理事業 
(千円)

店舗直営事業
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,427,980 3,793 135,677 1,226,499

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,062,243 ─ 15,831 1,271

計 7,490,223 3,793 151,509 1,227,771

営業利益又は営業損失(△) △53,739 △24,091 45,105 17,517

その他の事業(千円)
計

(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

─ 7,793,952 ─ 7,793,952

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,079,346 （1,079,346) ─

計 ─ 8,873,298 (1,079,346) 7,793,952

営業利益又は営業損失(△) △1,948 △17,156 62,783 45,627
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５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重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５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重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

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

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

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

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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  該当事項はありません。 

 

(6)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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