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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第2四半期 251 ― △60 ― △63 ― △134 ―
22年2月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △2,747.01 ―
22年2月期第2四半期 ― ―

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2四半期 221 △224 △103.4 △4,683.89
22年2月期 420 △90 △22.5 △1,936.88

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  △228百万円 22年2月期  △94百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 500 △20.5 △92 ― △97 ― △173 ― △3,550.26



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2．その他の情報」をご覧ください。）

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2Q 48,804株 22年2月期  48,804株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 48,804株 22年2月期2Q 48,804株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、当第２四半期累計期間より連結財務諸表の非作成会社となったため、前第２四半期累計期間に係る記載はしておりません。 
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当第２四半期会計期間における我が国の経済は、一部企業の業績は回復基調にあるものの、昨年より

続く国内のデフレ傾向は現在も続いており、個人消費は低迷し雇用情勢も厳しい状況が続いておりま

す。 

 当社が属する外食業界におきましては、消費者の外食を控える傾向が依然として続いていることに加

え、企業等の宴会需要の低迷もあり、外食業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続きました。 

 こうした中で、当社は事業再建を進めており、販売費及び一般管理費等の間接経費の削減及び各事業

の収益の改善に努めております。なお、当第２四半期会計期間に特別損失として、遠隔地（名古屋・大

阪）の店舗の閉鎖に伴い発生した店舗撤退損失等29百万円を計上しております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は251百万円、営業損失は60百万円、経常損失は

63百万円、四半期純損失は134百万円となりました。 

  

（資産） 

当第２四半期会計期間末における資産合計は、221百万円となりました。 

 これの主な内訳は、流動資産において、現金及び預金が８百万円、売掛金が23百万円、株主短期貸付

金が14百万円、また固定資産において、有形固定資産が36百万円、無形固定資産が11百万円、投資その

他の資産が134百万円であります。 

  

（負債） 

当第２四半期会計期間末における負債合計は、445百万円となりました。 

 これの主な内訳は、流動負債において、買掛金が16百万円、短期借入金が44百万円、株主短期借入金

が146百万円、未払金が193百万円、固定負債において、長期預り保証金が19百万円であります。 

  

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、224百万円の債務超過となりました。 

 これは主に、四半期純損失として59百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期累計期間より四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前第２四半期累計

期間との比較は行っておりません。 

 当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは、以下のとおりであります。 

  

（現金及び現金同等物） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、８百万円となりました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、69百万円の支出超過となり

ました。これは、主に税引前四半期純損失132百万円に、課徴金34百万円、店舗撤退損失18百万円、

減損損失10百万円等があったこと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２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、82百万円の収入超過となり

ました。これは、主に敷金及び保証金の回収による収入50百万円、貸付金の回収による収入36百万円

等があったこと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２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、20百万円の支出超過となり

ました。これは、主に短期借入れによる収入86百万円、短期借入金の返済による支出86百万円、長期

借入金の返済による支出12百万円等があったことによるものであります。 

  

当社は、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建計画を推進することで、収益力の改

善に努めておりますが、外食マーケットが低迷を続ける中、売上は完全な回復基調には至っておりませ

ん。また、過去の「不適切な取引」に係る処分が確定し、全社一丸となって関係者の皆様のご期待にお

応えしたいと思っております。 

 こうした中で、当社は資金調達の方法を検討し、下期において、繁盛業態の出店を行っていく計画で

あります。売上高及び、売上原価等の直接経費につきましては既存店の実績を参考にし、当該出店計画

に基づき算出いたしました。また、当社の販売費及び一般管理費等の間接経費につきましては、２年前

の水準と比較し60％程度の削減を達成しておりますが、この水準を維持する計画であります。 

 しかし、平成22年８月16日付「店舗の閉鎖と営業譲渡に関するお知らせ」で開示いたしましたとお

り、経営資源をより効率的に活用することを目的として、首都圏以外の店舗を整理することを決定して

おり、当第２四半期会計期間において経営の効率化を優先し、特別損失を計上いたしました。 

 当社は、この特別損失の計上、競合他店との価格競争や消費者の低価格志向による客単価の減少に伴

う売上高の低迷、業務委託型店舗の運営の継続等の要因を受け、最近の業績動向を勘案し、売上予想を

保守的に見積もった結果、平成22年７月15日に公表いたしました平成23年２月期の通期業績予想を修正

しております。詳細につきましては、平成22年10月14日に公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、さ

まざまな不確定要素や今後の内外の情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、前事業年度に133,888千円、第１四半期会計期間に30,535千円、当第２四半期会計期間に

29,981千円と継続的に営業損失を計上し、当第２四半期会計期間末において224,482千円の債務超過と

なっております。資金面につきましては、当第２四半期累計期間に69,393千円の営業キャッシュ・フロ

ーのマイナスを計上しております。また、第１四半期会計期間に支払期限が到来しておりました社債買

入消却にかかる未払金102,000千円、及び金融庁から納付命令を受けた課徴金34,660千円については、

一括支払いが困難な状況にあります。 

 これにより、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 8,073

売掛金 23,113

原材料 2,010

貯蔵品 147

前払費用 3,628

株主短期貸付金 14,000

未収入金 7,966

その他 1,548

貸倒引当金 △21,787

流動資産合計 38,700

固定資産  

有形固定資産  

建物 41,520

減価償却累計額 △10,398

建物（純額） 31,121

工具、器具及び備品 19,102

減価償却累計額 △14,161

工具、器具及び備品（純額） 4,940

有形固定資産合計 36,062

無形固定資産  

のれん 11,550

無形固定資産合計 11,550

投資その他の資産  

投資有価証券 9,000

敷金及び保証金 125,839

その他 10

投資その他の資産合計 134,849

固定資産合計 182,461

資産合計 221,162
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 16,484

短期借入金 44,000

株主短期借入金 146,985

1年内返済予定の長期借入金 5,500

未払金 193,370

未払法人税等 7,181

その他 12,374

流動負債合計 425,894

固定負債  

長期預り保証金 19,750

固定負債合計 19,750

負債合計 445,644

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,642,076

資本剰余金 1,540,076

利益剰余金 △3,410,745

株主資本合計 △228,592

新株予約権 4,110

純資産合計 △224,482

負債純資産合計 221,162
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 251,052

売上原価 254,656

売上総損失（△） △3,603

販売費及び一般管理費 56,913

営業損失（△） △60,516

営業外収益  

受取利息 689

その他 347

営業外収益合計 1,036

営業外費用  

支払利息 3,903

その他 402

営業外費用合計 4,305

経常損失（△） △63,786

特別利益  

貸倒引当金戻入額 168

店舗撤退損失引当金戻入額 235

関係会社株式売却益 385

特別利益合計 788

特別損失  

課徴金 34,660

店舗撤退損失引当金繰入額 6,000

減損損失 10,256

店舗撤退損失 18,979

特別損失合計 69,895

税引前四半期純損失（△） △132,893

法人税、住民税及び事業税 2,700

法人税等還付税額 △1,528

法人税等合計 1,171

四半期純損失（△） △134,064
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 116,117

売上原価 120,970

売上総損失（△） △4,852

販売費及び一般管理費 25,128

営業損失（△） △29,981

営業外収益  

受取利息 194

その他 346

営業外収益合計 540

営業外費用  

支払利息 1,362

その他 286

営業外費用合計 1,648

経常損失（△） △31,089

特別利益  

貸倒引当金戻入額 168

店舗撤退損失引当金戻入額 235

関係会社株式売却益 385

特別利益合計 788

特別損失  

減損損失 10,256

店舗撤退損失 18,979

特別損失合計 29,235

税引前四半期純損失（△） △59,536

法人税、住民税及び事業税 1,350

法人税等還付税額 △1,528

法人税等合計 △178

四半期純損失（△） △59,358
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △132,893

減価償却費 6,179

減損損失 10,256

店舗撤退損失 18,979

課徴金 34,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） 261

関係会社株式売却損益（△は益） △385

受取利息及び受取配当金 △689

支払利息 3,903

売上債権の増減額（△は増加） 3,197

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,592

前払費用の増減額（△は増加） 243

仕入債務の増減額（△は減少） △9,952

未払金の増減額（△は減少） △2,127

その他 5,180

小計 △61,593

利息及び配当金の受取額 1,223

利息の支払額 △2,788

課徴金の支払額 △2,660

法人税等の支払額 △5,104

法人税等の還付額 1,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,393

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 △3,998

貸付金の回収による収入 36,913

敷金及び保証金の差入による支出 △133

敷金及び保証金の回収による収入 50,050

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,831

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 86,000

短期借入金の返済による支出 △86,000

長期借入金の返済による支出 △12,600

社債の買入消却による支出 △8,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,161

現金及び現金同等物の期首残高 15,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,073
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当第２四半期累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

当社は、前事業年度に133,888千円、第１四半期会計期間に30,535千円、当第２四半期会計期間に

29,981千円と継続的に営業損失を計上し、当第２四半期会計期間末において224,482千円の債務超過

となっております。資金面につきましては、当第２四半期累計期間に69,393千円の営業キャッシュ・

フローのマイナスを計上しております。また、第１四半期会計期間に支払期限が到来しておりました

社債買入消却にかかる未払金102,000千円、及び金融庁から納付命令を受けた課徴金34,660千円につ

いては、一括支払いが困難な状況にあります。 

 これにより、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

 当社は、当該状況を解消すべく、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建を推進す

ることで、収益力の改善に努めております。また、社債買入消却にかかる未払金102,000千円につき

ましては、平成22年10月からの33回の分割払いへの交渉を進めております。金融庁から納付命令を受

けた課徴金34,660千円につきましては、34回払いで納付する予定であり、平成22年７月に1,660千

円、平成22年８月に1,000千円支払い、当第２四半期会計期末残高は32,000千円となっております。 

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

①直営店舗運営事業の収益性向上 

 直営店舗運営事業につきましては、消費者のニーズに対応すべく、収益性の低い店舗は撤退を、収

益性の高い業態については新規出店を進めるなど、更なる『選択と集中』を進めることにより、収益

性の向上を目指します。 

②人材派遣事業（プロ店長事業）の収益性向上 

 人材派遣事業（プロ店長事業）につきましては、派遣先と成功報酬型の契約を締結する方法に注力

し、プロ店長事業を通じて育成された当社の人材のスキルアップと、蓄積されたナレッジを活用し

て、収益性の向上を目指します。 

③販売費及び一般管理費の削減 

 前々期より推進してまいりましたコスト削減につきましては、販売費及び一般管理費が第８期第２

四半期会計期間は66,974千円、第９期第２四半期会計期間は30,277千円、当第２四半期会計期間は

25,128千円となり、顕著な成果が出ております。引き続き、コストを意識した経営を続けてまいりま

す。 

④資金計画 

 当社の事業再建推進に向けた資金計画につきましては、主要株主であるＥオーナーズ株式会社の協

力並びに支援を受けてまいります。また、企業価値の向上を通じて、新株予約権を権利行使して頂く

こと等により、自己資本増強を目指してまいります。 

 しかしながら、現時点では上記の対応を進めている途中であることから、継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

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) 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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(1) (参考)連結貸借対照表 

4. (参考)前(四半期)連結財務諸表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 15,234

  売掛金 26,311

  たな卸資産 3,751

  短期貸付金 90,913

  未収入金 8,914

  その他 9,977

  貸倒引当金 △ 21,526

  流動資産合計 133,576

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 67,311

    減価償却累計額 △ 15,108

    建物及び構築物(純額) 52,203

   その他 23,969

    減価償却累計額 △ 15,257

    その他(純額) 8,712

   有形固定資産合計 60,915

  無形固定資産

   のれん 12,950

   無形固定資産合計 12,950

  投資その他の資産

   投資有価証券 33,144

   長期前払費用 166

   敷金及び保証金 179,313

   その他 10

   投資その他の資産合計 212,634

  固定資産合計 286,499

 資産合計 420,076

負債の部

 流動負債

  買掛金 26,436

  短期借入金 255,515

  1年内返済予定の長期借入金 18,100

  未払金 170,057

  未払費用 2,950

  未払法人税等 12,006

  前受金 315

  その他 4,312

  流動負債合計 489,693

 固定負債

  その他 20,800

  固定負債合計 20,800

 負債合計 510,493

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,642,076

  資本剰余金 1,540,076

  利益剰余金 △ 3,276,680

  株主資本合計 △ 94,527

 新株予約権 4,110

 純資産合計 △ 90,417

負債純資産合計 420,076
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(2) (参考)四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】(参考) 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日)

売上高 336,187

売上原価 331,661

売上総利益 4,525

販売費及び一般管理費 75,044

営業損失（△） △ 70,518

営業外収益

 受取利息 108

 その他 2,263

 営業外収益合計 2,371

営業外費用

 支払利息 2,004

 持分法による投資損失 15,695

 雑損失 226

 営業外費用合計 17,926

経常損失（△） △ 86,073

特別利益

 固定資産売却益 12,000

 貸倒引当金戻入額 6,273

 未払賞与戻入額 4,562

 特別利益合計 22,836

特別損失

 事業改革損失 15,620

 為替差損 14,832

 その他 8,011

 特別損失合計 38,463

税金等調整前四半期純損失（△） △ 101,701

法人税、住民税及び事業税 3,304

法人税等還付税額 △ 126

法人税等合計 3,178

四半期純損失（△） △ 104,879
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【第２四半期連結会計期間】(参考) 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日)

売上高 155,913

売上原価 155,456

売上総利益 457

販売費及び一般管理費 30,281

営業損失（△） △ 29,823

営業外収益

 受取利息 26

 その他 2,118

 営業外収益合計 2,144

営業外費用

 支払利息 686

 持分法による投資損失 13,651

 雑損失 6

 営業外費用合計 14,344

経常損失（△） △ 42,023

特別利益

 固定資産売却益 12,000

 貸倒引当金戻入額 1,380

 特別利益合計 13,380

特別損失

 事業改革損失 15,620

 為替差損 14,832

 その他 4,787

 特別損失合計 35,240

税金等調整前四半期純損失（△） △ 63,882

法人税、住民税及び事業税 1,684

法人税等還付税額 △ 126

法人税等合計 1,558

四半期純損失（△） △ 65,440
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(3) (参考)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(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

 税金等調整前四半期純損失（△） △ 101,701

 減価償却費 6,255

 固定資産売却損益（△は益） △ 12,000

 固定資産除却損 3,555

 事業改革損失 10,856

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 6,273

 受取利息及び受取配当金 △ 108

 支払利息 2,004

 為替差損益（△は益） 14,832

 持分法による投資損益（△は益） 15,695

 売上債権の増減額（△は増加） 20,873

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,231

 前払費用の増減額（△は増加） 1,011

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,220

 未払金の増減額（△は減少） △ 20,072

 未払費用の増減額（△は減少） △ 3,664

 前受金の増減額（△は減少） △ 911

 その他 △ 10,917

 小計 △ 74,111

 利息及び配当金の受取額 108

 利息の支払額 △ 2,041

 法人税等の支払額 △ 5,525

 法人税等の還付額 126

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 81,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による支出 85,167

 有形固定資産の取得による支出 △ 17,225

 有形固定資産の売却による収入 95,827

 貸付けによる支出 △ 30,000

 貸付金の回収による収入 31,121

 敷金及び保証金の差入による支出 △ 63,538

 敷金及び保証金の回収による収入 38,163

 投資活動によるキャッシュ・フロー 139,516

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） 121,000

 短期借入金の返済による支出 △ 56,000

 長期借入れによる収入 3,900

 長期借入金の返済による支出 △ 277,900

 社債の償還による支出 △ 46,500

 配当金の支払額 △ 740

 関係会社の解散による少数株主への払戻し △ 9,977

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 266,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 208,145

現金及び現金同等物の期首残高 243,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,461
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該当事項はありません。 

5. 補足情報
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