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1.  平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 17,398 3.8 786 △32.3 881 △34.8 400 △42.2

22年2月期 16,762 81.7 1,161 70.6 1,352 106.3 692 127.1

（注）包括利益 23年2月期 ―百万円 （―％） 22年2月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 33,357.72 33,147.87 16.0 10.2 4.5
22年2月期 58,455.49 57,280.58 35.1 16.2 6.9

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

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 8,450 2,679 31.7 221,691.69
22年2月期 8,794 2,332 26.5 196,307.61

（参考） 自己資本   23年2月期  2,679百万円 22年2月期  2,332百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年2月期 210 △1,049 △364 1,132
22年2月期 1,802 △639 △576 2,334

2.  配当の状況 

（注） 平成24年２月期の配当予想につきましては、現時点では合理的な業績予想の算定が困難な状況でありますため、未定としております。今後予想が可能
となりました段階で速やかに公表いたします。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00 59 8.6 3.0
23年2月期 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00 60 15.0 2.4

24年2月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注） 平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災において、当社グループに人的被害はなく、店舗・設備の直接的物損も極めて軽微であったため、現
在、当社グループの全店舗は通常通り営業を行なっておりますが、平成24年２月期の連結業績予想につきましては、震災に伴う今後の電力不足や消費マイン
ドの低下等が推測されており、これらが当社グループ運営店舗に直接的または間接的に今後どの程度影響を及ぼすのか、現時点では合理的な算定を行なうこ
とが困難でありますため、未定とさせていただき、今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。 

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 12,110 株 22年2月期 11,906 株

② 期末自己株式数 23年2月期 22 株 22年2月期 22 株

③ 期中平均株式数 23年2月期 12,005 株 22年2月期 11,847 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 9,675 4.0 239 △58.7 308 △51.4 130 △58.0

22年2月期 9,299 12.5 579 △4.6 634 6.9 310 12.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年2月期 10,848.56 10,780.31
22年2月期 26,170.62 25,644.61

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 6,429 1,998 31.1 165,330.86
22年2月期 6,539 1,921 29.4 161,717.64

（参考） 自己資本 23年2月期  1,998百万円 22年2月期  1,921百万円

2.  平成24年2月期の個別業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注） 平成24年２月期の個別業績予想につきましては、連結業績予想同様、現時点では合理的な算定を行なうことが困難でありますため、未定とさせていただ
き、今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信開示時点において、同法に基づく財務諸表の監査手続きは終了しており
ません。 

※ 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見通しに関する記述は、当社が本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は今後様々な要因により本資料記載の予想と異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１） 経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ―
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(1）経営成績に関する分析  

 当連結会計年度（平成22年３月１日～平成23年２月28日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種の政策

効果などを背景に、輸出・生産の持ち直しや企業収益の回復基調などの動きがあるものの、雇用情勢は厳しい状況

にあり、また、デフレの影響、海外景気の下振れ懸念や為替相場の変動等、依然景気を下押しするリスクが存在

し、先行きは予断を許さない状況が続いております。 

 外食業界におきましても、消費者の生活防衛意識や節約志向は依然強く、低価格化による顧客獲得指向が定着を

見せるなど、企業間競争が一層の激しさを増し、厳しい経営環境で推移いたしました。 

  このような状況の中、当社グループでは「コンセプト」・「空間」・「ストーリー（物語）」を内装・サービ

ス・料理など至るところに織り込み、「お客様歓喜」を実現させるため、「非日常性」を具現化したマルチコンセ

プト（個店主義）戦略を図り、質の高い商品とサービスの提供に努めるとともに、更なる事業規模拡大のため積極

的に新規出店及び業態変更を行ってまいりました。  

  出店状況におきましては、当社単体では、首都圏の主要ターミナル駅周辺への出店を中心に19店舗の新規出店を

行い計109店舗、株式会社ゴールデンマジックにおいては、九州居酒屋業態「熱中屋」や新業態の肉割烹「牛弁慶」

を中心に新規出店を15店舗実施し、計28店舗となりました。また、株式会社シークレットテーブルにおいても設立

後初となる新規出店を１店舗実施し、計33店舗となりました。合わせて、既存店舗の業態収益力改善に対応すべく

当社単体、株式会社サンプール、株式会社ゴールデンマジック、株式会社シークレットテーブルの各社においてそ

れぞれ２店舗２業態、計８店舗８業態のリニューアルを行ないました。当連結会計年度においてグループ店舗数は

35店舗増加し、平成23年２月28日現在における当社グループの店舗数は計175店舗となっております。  

  以上の結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高17,398百万円（前連結会計年度比3.8％増）、営業利益は786

百万円（前連結会計年度比32.3％減）、経常利益881百万円（前連結会計年度比34.8％減）となりました。また、特

別損失として、次期以降の既存店収益力底上げを確かなものとするため閉店の意思決定を行なった店舗等に対し減

損損失94百万円を計上したこと、並びに本社固定費の削減及び業務の一層を効率化を図るため本社移転を決定した

ことにともなう本社移転費用引当金繰入額31百万円等を計上したことにより、当期純利益は400百万円（前連結会計

年度比42.2％減）となりました。 

  

   （次期見通しについて） 

 次期の見通しにつきましては、従来からの景気の先行不透明感による個人消費の伸び悩みや業界内企業間競争の

激化等に加え、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響から波及する「不要不急」の選別消費の浸透等、

個人消費の減速につながる要素も多く、依然として厳しい経営環境が続くものと予測されます。 

 このような状況下、当社グループはまず既存店の強化・ブラッシュアップに注力することにより店舗ベースの収

益基盤強化を図ってまいります。具体的には、引き続き、各店舗レベルでのサービス力・商品力向上、集客力強

化、グループ間ノウハウの共有及び継続的なメニュー変更、業態変更による売上高の確保に全力を挙げる一方、こ

れまで以上に日次売上高予測の精度向上による仕入及び店舗人件費の 適化、販売促進費の適切な配分・活用、賃

料減額交渉の実施等によるコスト削減も積極的に進め、店舗収益力の強化・向上を行なってまいります。新規出店

につきましては、国内経済及び個人消費動向、並びに当社グループの業績推移等を勘案しつつ、店舗利益率上位エ

リアを中心に好立地物件をより厳選し、かつ同立地に も適した業態を開発し出店を検討・実施してまいります。 

 また、グループ経営資源の選択と集中及び同資源の有効的再配分による経営効率化を図るため、当社初となる閉

店の実施、一部店舗のグループ内移管等も実施してまいります。 

 なお、平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災において、当社グループに人的被害はなく、店舗・設

備の直接的物損も極めて軽微であったため、現在、当社グループの全店舗は通常通り営業を行なっておりますが、

平成24年２月期（平成23年３月１日～平成24年２月29日）の連結業績予想につきましては、震災に伴う今後の電力

不足や消費マインドの低下等が推測されており、これらが当社グループ運営店舗に直接的または間接的に今後どの

程度影響を及ぼすのか、現時点では合理的な算定を行なうことが困難でありますため、未定とさせていただき、今

後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析  

  ①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度末に比べ343百万円減少し、8,450百万円となりました。これ

は、主に新規出店に伴う設備投資により有形固定資産が257百万円、差入保証金が388百万円増加する一方、現金及

び預金が1,125百万円減少したことによるものであります。 

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ690百万円減少し、当連結会計年度末における負債合計は5,770百

万円となりました。これは、新規出店に伴う設備投資によりリース債務が148百万円増加する一方、買掛金が286百

万円、未払法人税等が227百万円、長期借入金が232百万円、負ののれんが121百万円減少したことによるものであ

ります。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ346百万円増加し、当連結会計年度末における純資産合計は 

 2,679百万円となりました。これは、主に連結当期純利益400百万円を計上する一方、上場来初の配当を59百万円実

施したことにより、利益剰余金が341百万円増加したことによるものであります。  

  

 ②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

    当連結会計年度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、営業活動によるキャッ

シュ・フローが210百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,049百万円の資金減、財務活動による

キャッシュ・フローが364百万円の資金減となった結果、前連当連結会計年度と比べ1,202百万円減少し、1,132百

万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、210百万円（前連結会計年度は1,802百万円の獲得）と

なりました。これは、主に税金等調整前当期純利益を740百万円、非資金項目である減価償却費を555百万円計上す

る一方、法人税等の支払額666百万円、前連結会計年度末が休日だった影響による仕入債務及び未払金の減少がそ

れぞれ286百万円、113百万円となっ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） 

    当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、1,049百万円（前連結会計年度は639百万円の使用）と

なりました。これは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得496百万円及び差入保証金の差入による支出453百万

円が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） 

   当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、364百万円（前連結会計年度は576百万円の使用）とな

りました。これは、主に長期借入金の返済による支出1,032百万円、新規出店に係る長期借入による収入800百万円

があったこと等によるものであります。  

     

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けていると同時に、将来の事業展開

に備えて内部留保の充実に努めることを基本方針としております。  

 以上の方針に基づき、当連結会計年度の業績結果、中長期的な事業展開、投資計画並びに株主の皆様への継続的

利益還元等を総合的に勘案いたしました結果、当連結会計年度につきましては、前連結会計年度に引き続き、１株

当たり5,000円の期末配当を実施する予定としております。 

 当社は、今後におきましても、当該期の業績及び財務状況等の水準を十分に勘案した上で、利益配当の継続的実

施に向けて取り組んでまいりますが、「次期見通しについて」にも記載のとおり、現時点では合理的な業績予想の

算定が困難な状況でありますため、次期の配当につきましては、未定とさせていただき、今後予想が可能となりま

した段階で速やかに公表いたします。 
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性のある事項には以下のようなものがあります。  

 なお、記載内容のうち将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社が判断したものであります。  

 

①当社グループの事業について  

【出店政策について】 

 当社グループは、高い集客が見込める都心部及び首都圏主要都市を中心に出店しておりますが、新規出店につき

ましては、立地条件、賃貸条件、採算性等を総合的に勘案し、出店候補地を決定しているため、条件に合致する物

件が確保できない可能性があります。また、当社グループでは、当社グループの改装・退店基準に基づき業績不振

店舗等の業態変更、退店を実施することがあります。業態変更、退店にともなう固定資産の除却損、各種契約の解

除による違約金、退店時の原状回復費用等が想定以上に発生する可能性があります。これらが生じた場合には、当

社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  

  

【差入保証金及び賃貸借契約について】 

 当社グループは、直営での出店を基本方針とし、店舗の物件を賃借しております。出店にあたり、賃貸借契約の

締結に際して家主に差入保証金を差入れております。今後の賃貸人の経営状況等によっては、退店時に差入保証金

の全部又は一部が返還されない可能性や、当社グループ側の都合により賃貸借契約を中途解約する場合等には、契

約の内容によっては差入保証金の全部又は一部が返還されない可能性があります。  

 賃貸借期間は賃貸人との合意により更新可能ですが、賃貸人側の事情により賃貸借契約を更新できない可能性が

あります。また、賃貸人側の事情による賃貸借契約の期間前解約により、業績が順調な店舗であっても計画外の退

店を行なわざるを得ない可能性があります。これらが生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。  

  

【有利子負債依存度について】  

 当社グループは、店舗設備及び差入保証金等の出店資金並びにＭ＆Ａ資金の一部を金融機関からの借入により調

達しております。平成23年２月期において、当社グループの有利子負債残高は33億31百万円となり、有利子負債依

存度は39.4％となっております。現在は、当該資金を主として固定金利に基づく長期借入金により調達しているた

め、一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、今後借換えや新たに借入を行う際に、資金

調達コストが上昇している場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

                        （単位：百万円 ％） 

           （注） 有利子負債残高は、短期及び長期借入金（１年内返済予定を含む）、短期及び長期割賦未払金 、 

          並びに短期及び長期リース債務の合計額であります。              

  

  【減損損失について】 

 当社グループは、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す 少単位と捉え、店舗ごとに減損会計を適用

し、定期的に減損兆候の判定を行うことで、業態変更や退店の判断を健全に行い、経営効率の向上を目指しており

ますが、外部環境の急激な変化等により著しく収益性が低下した場合や退店の意思決定をした場合、減損損失を計

上する可能性があります。  

  

【食材について】 

 当社グループでは、多様な業態を運営しているため、特定食材に依存していることはありませんが、食材の安全

性確保に疑問が生じ、食材仕入量が制限を受けたり、天候不順、災害等の外的要因による農作物の不作などで需要

関係が逼迫して食材の仕入価格が上昇する等、食材の確保に支障が生じる事態となった場合、当社グループの経営

成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

  【Ｍ＆Ａについて】 

 当社グループは、今後ともグループ事業拡大を加速する有効な手段のひとつとして、M＆Aを検討していく方針で

す。Ｍ＆Ａ実施に際しては、対象企業の財務・法務・事業等について事前にデュー・デリジェンスを行い、十分に

リスクを吟味し正常収益力を分析した上で機関決定いたしますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等

事前の調査で把握できなかった問題が生じた場合、また事業の展開等が計画どおりに進まない場合、のれんの減損

  平成22年２月期 平成23年２月期 

 有利子負債残高 3,414 3,331

 有利子負債依存度 38.8 39.4
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処理を行う必要が生じる等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、買収

により、当社グループが従来行っていない新規事業が加わる際には、その事業固有のリスク要因が加わります。 

  

②当社の事業体制について 

【人材の育成及び確保について】 

 当社は今後も継続的な業態開発及び店舗展開を図っていく方針であるため、充分な人材の育成及び確保が出来な

い場合には、サービスの低下による集客力の低下が生じ、また、出店計画通りの出店が困難となり、当社の経営成

績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

③法規制等について 

【各種法的規制について】  

 当社グループの店舗は「食品衛生法」「食品リサイクル法」「容器包装リサイクル法」等の規制を受けておりま

す。各店舗では衛生マニュアルに基づき、厳格に衛生管理や品質管理を徹底し、加えて、外部の専門機関による定

期的な各種衛生検査を実施しております。しかしながら、食中毒などの衛生問題が発生した場合、またこれらの法

的規制が強化された場合、それに対応するための新たな費用が発生することにより、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を与える可能性があります。  

  

【商標管理について】 

 当社グループは、多数の店舗ブランドを保有しているため、少数ブランドをチェーン展開する外食企業と比較し

て、商標権侵害等による係争・訴訟のリスクが相対的に高いものと認識しております。  

 そのため、商標出願時における当社グループの調査が十分でなく、使用した商標が第三者のものと類似する等、

第三者の商標権を侵害していると認定され、その結果、商標使用差止、損害賠償等を請求される可能性は否定でき

ず、仮にこれらの請求が認められた場合には、当該第三者から当社グループ商標の使用差止、使用料及び損害賠償

請求等の支払請求をなされる可能性があるほか、店舗名の変更及びそれに伴う費用が生じる可能性があり、かかる

場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  

 なお、平成23年２月28日現在、店舗ブランドに関する問題が生じた事実はありません。  

  

【個人情報データの取扱いについて】 

 当社グループは、顧客満足度向上のために多数の顧客情報を保有しており、「個人情報の保護に関する法律（個

人情報保護法）」に定める「個人情報取扱事業者」に該当し、個人情報の取扱いに関して一定の義務を負っており

ます。当社グループでは社内規程を作成し、システム上や運用上においてこれらの情報の漏洩がないよう、データ

ベースサーバーへのアクセス権限者の制限やアクセス履歴管理を厳重にしております。しかしながら、人為的なミ

スや何らかの不正な方法等により顧客情報が漏洩する可能性もあります。その場合には、当社グループの信用低下

による売上の減少、当該個人からの損害賠償請求等が招来し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。 

  

【自然災害について】 

 当社グループの店舗は東京都心及びその近郊に集中しております。したがってこの地域で大規模な地震や台風等

による風水害が発生した場合、また他地域において発生した大規模な地震や台風等においても、その直接的、間接

的影響により店舗の営業が妨げられる可能性があります。このような自然災害が発生した場合、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  
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   当社グループは、「お客様歓喜」を企業理念とし、従来の飲食店とは一味違った「非日常性」と「食へのこだわ

り」を基本コンセプトとして、マルチコンセプト（個店主義）戦略の下、自社グループで業態を開発し、都心部及

び首都圏を中心に、株式会社ダイヤモンドダイニング109店舗、株式会社サンプール５店舗、株式会社シークレット

テーブル33店舗、株式会社ゴールデンマジック28店舗、当社グループ合計175店舗（平成23年２月28日現在）を直営

にて展開しております。 

   当社グループとしては、「内装」「空間」「コンセプト（物語）」「サービス」等あらゆるプロダクトを付加し

た新たなブランド・業態を開発し、更には子会社３社の既存業態をブラッシュアップすることにより、当社グルー

プが経営する店舗間でのシナジーも活用して顧客を当社グループへシフトさせ、リピーターとして定着させること

が重要であると考えております。今後、高品質なサービスの提供、コストの更なる効率化など、グループ各社が持

つノウハウの共有及び活用による、当社グループ全体としてのシナジーの 大化を図ってまいります。 

   事業系統図は以下のとおりです。  

  

 
（注）上記事業系統図内記載の連結子会社以外に非連結子会社が２社ありますが、重要性がないため 

   同図内には記載しておりません。 

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、すべてのひとに満足の先にある「ワクワク・ドキドキ」する感動や歓喜の提供を通じ、「お客様

歓喜」の実現を企業理念としております。  

 この企業理念を具現化するため、以下３つのキーワードを実践することで、当社グループの持続的な成長を図り、

株主価値の増大に努めてまいります。  

「非日常性の具現化」 

 「コンセプト」・「空間」・「ストーリー（物語）」にこだわったお店作りで「非日常性」を演出するととも 

に、素材・ブランドにこだわった美味しい料理を提供することで、従来の飲食店とは一味違ったお店を展開しま

す。 

「業態開発力No.１」 

 マルチコンセプト（個店主義）戦略の下、業態開発力No.１を目指します。 

「現場至上主義」 

 従業員ひとりひとりが自ら考え責任と熱意をもって行動することを行動指針のひとつとし、現場（店舗）での

「人間力」を尊重することで「お客様歓喜」の実現を追求します。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループでは、収益性の高い新規業態開発、既存店の継続的ブラッシュアップ及び業態変更による利益率の維

持・向上等の営業活動を行なっていくことに加え、財務活動を含めた企業の総合的収益性を重視する観点から売上高

経常利益率10％以上を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループでは、今後も引き続き主力のアルコール業態において、継続的な新規出店及び既存店のブラッシュア

ップにより事業拡大、収益性強化を図る一方、中長期的には非アルコール業態及び海外マーケットへの参入・展開並

びにＭ＆Ａ等を通じ、業界のリーディングカンパニーを目指すべく、当社グループの業容拡大、業績向上、株主価値

の増大を図ってまいります。 

① アルコール業態における新規出店及び既存店ブラッシュアップ 

 新規出店は、店舗利益率上位エリアを中心に行なってまいります。加えて１等地の中でも駅近の好立地物件を厳

選し、同立地に も適した業態を開発し新規出店してまいります。  

 既存店におきましては、サービス力・商品力向上、集客力強化等の日々の営業改善はもとより、メニュー変更や

業態変更等のブラッシュアップを継続的に実施し、収益性維持・向上を図ってまいります。一方、ブラッシュアッ

プ施策または業態変更後も収益性改善が乏しい場合、その時点での投資回収状況や今後の見通し、賃貸借契約の残

存期間等を総合的に勘案し、退店も視野に検討してまいります。  

  

② 非アルコール業態及び海外マーケットへの参入・展開 

  非アルコール業態については、日常食をキーワードに、若者・サラリーマンが主体である当社グループの現顧客

層をファミリー層にまで広げることで、収益機会の拡充を図ってまいります。  

  海外マーケットへの参入につきましては、アジア、アメリカをターゲットとし、これまで当社グループで開発し

た業態を一部現地化し投入する一方、海外でチェーン展開可能な新規業態の開発も視野に進めてまいります。 

  

③ Ｍ＆Ａ 

 当社はこれまで、全株式取得による子会社化、子会社による事業譲受を通じ、当社グループの事業拡大を図って

まいりました。今後も、当社グループの中長期戦略に合致し、当社グループの業容拡大、企業価値向上に資するこ

とが見込まれるＭ＆Ａ案件につき、引き続き検討してまいります。 

 

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題  

 当社グループが属する居酒屋・レストラン業界におきましては、従来からの景気の先行不透明感による個人消費の

伸び悩みや業界内企業間競争の激化等に加え、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響から波及する「不要

不急」の選別消費の浸透等、依然として厳しい経営環境が続くものと予測されます。 

 この様な状況下、以下のような当社グループの課題に取り組んでいく方針であります。 

  

① 収益性向上、事業ポートフォリオの拡充 

 個人消費の節約志向が定着し、居酒屋・レストラン業界各社の多くが、既存店売上高前期実績比100%を下回って推

移する状況下、当社グループにとりましても既存店の強化・ブラッシュアップが収益性向上に不可欠であると考えて

おり、引き続き、サービス力・商品力向上、集客力強化等の日々の営業改善はもとより、メニュー変更及び業態変更

等のブラッシュアップを継続的に実施し、収益性維持・向上を図ってまいります。 

 また、選別消費の定着化が一層進むと予想される状況下、一定水準の安定収益確保には、非アルコール業態を新し

い事業の柱として収益化することが経営上の重要課題と考えております。日常食をはじめとする非アルコール業態の

開発を推進し、早期に事業ポートフォリオの拡充が図れるよう取り組んでまいります。 

  

② 衛生管理の強化・徹底について 

 当連結会計年度では、当社連結子会社である株式会社シークレットテーブルにおきまして、食中毒事故発生を事由

とする数日間の営業停止処分を管轄保健所から命じられました。同社では同命令を厳粛に受け止め、当該店舗におい

ては食材の発注・仕入・保管体制、調理・処理過程等を調査し、衛生管理体制の構築活動を改めて見直し、再発防止

に努めております。 

 また、当該店舗以外の当社グループが運営する全店舗におきましても、この事実を厳粛に受け止め深く反省し、再

発防止を図りますとともに、今後とも引き続き衛生管理体制を一層強化・徹底してまいります。 

  

③ グループ経営の強化・効率化について 

 当社グループは、当社及び子会社３社の既存業態をブラッシュアップすることにより、当社グループが経営する店

舗間でのシナジーも活用して顧客を当社グループへシフトさせ、リピーターとして定着させることが重要であると考

えております。今後、高品質なサービスの提供、グループ各社が持つノウハウの共有及び活用による当社グループ全

体としてのシナジーの 大化を図ってまいります。 

 また、当社グループは間接部門である本部機能をグループ内で共通化することにより、間接コストの低減を図って

おります。今後も引き続き間接コスト低減に努力するとともに、当連結会計年度よりグループ化した仕入・加工・販

売等の子会社を通じ、仕入原価の低減等に取り組み、さらなるグループ経営の効率化を図ってまいります。 

  

④ 経営管理組織充実について 

 当社グループは、企業価値を高め、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに信頼され、支持される企業とな

るためにコーポレートガバナンスへの積極的な取り組みが必要不可欠であると考えております。そのため、今後の企

業規模の拡大に耐えうる経営管理組織を構築していくため、今後においても内部監査体制の充実及び監査役監査並び

に監査法人による監査との連携を強化し、加えて、全従業員に対しても、継続的な啓蒙、教育活動を行っていく方針

であります。 

  

⑤ 人材の教育・確保について 

 当社グループは、従業員のホスピタリティ・発想力の強化を図るため、店舗の運営において、基本的なマニュアル

統制に留め、現場における創意工夫を行わせることにより、経営参画意識を高めております。そのため、当社グルー

プは人材の育成及び確保を経営上の重要課題であると認識しております。  

 人材の育成については、サービス向上と店舗管理マネジメント、オペレーション教育を計画的に進めることが可能

となるよう、教育店舗を設定し、人材教育に努めております。また、人材の確保については、即戦力となる中途採用

に加え、将来経営幹部となる人材の確保のためにも継続的に新卒採用を進めていく方針であります。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  2,259,804 ※1  1,133,996

売掛金 213,914 215,072

原材料 65,071 82,370

預け金 175,121 144,673

前払費用 241,201 288,698

未収入金 90,845 60,294

繰延税金資産 108,803 120,584

その他 4,624 33,409

貸倒引当金 △1,404 △1,325

流動資産合計 3,157,982 2,077,775

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,338,997 3,847,756

減価償却累計額 △1,074,357 △1,454,193

減損損失累計額 △99,588 △182,268

建物（純額） ※1  2,165,051 ※1  2,211,294

工具、器具及び備品 553,782 731,423

減価償却累計額 △374,397 △474,617

減損損失累計額 △13,025 △16,355

工具、器具及び備品（純額） 166,358 240,450

土地 ※1  64,182 ※1  64,182

リース資産 195,776 406,382

減価償却累計額 △23,968 △85,908

減損損失累計額 △3,318 △3,318

リース資産（純額） 168,489 317,154

建設仮勘定 12,165 677

有形固定資産合計 2,576,248 2,833,760

無形固定資産   

のれん 159,641 114,035

商標権 6,018 4,613

ソフトウエア 11,860 9,060

その他 6,626 5,282

無形固定資産合計 184,147 132,991

投資その他の資産   

長期前払費用 89,608 108,197

差入保証金 ※1  2,590,196 ※1  2,979,103

繰延税金資産 188,834 275,221

その他 7,142 ※2  43,486

投資その他の資産合計 2,875,782 3,406,008

固定資産合計 5,636,177 6,372,760

資産合計 8,794,160 8,450,535
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 667,446 381,043

短期借入金 20,000 50,336

1年内返済予定の長期借入金 ※1  980,140 ※1  1,035,776

未払費用 534,196 568,510

未払法人税等 549,519 321,905

賞与引当金 38,873 33,377

株主優待引当金 4,576 6,576

本社移転費用引当金 － 31,266

その他 742,431 691,126

流動負債合計 3,537,183 3,119,918

固定負債   

長期借入金 ※1  2,105,832 ※1  1,817,506

長期割賦未払金 82,758 66,571

リース債務 139,641 245,640

負ののれん 479,878 358,123

長期前受収益 81,313 125,046

リース資産減損勘定 22,758 21,991

その他 11,875 15,928

固定負債合計 2,924,056 2,650,808

負債合計 6,461,240 5,770,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,090 502,015

資本剰余金 489,090 492,015

利益剰余金 1,347,152 1,688,192

自己株式 △2,413 △2,413

株主資本合計 2,332,919 2,679,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 2,332,919 2,679,809

負債純資産合計 8,794,160 8,450,535
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 16,762,880 17,398,407

売上原価 4,260,930 4,475,067

売上総利益 12,501,950 12,923,340

販売費及び一般管理費 ※1  11,340,226 ※1  12,136,416

営業利益 1,161,723 786,923

営業外収益   

受取利息 5,949 1,244

受取協賛金 115,338 22,600

負ののれん償却額 119,223 121,754

その他 34,872 18,499

営業外収益合計 275,384 164,099

営業外費用   

支払利息 73,112 67,225

その他 11,616 2,578

営業外費用合計 84,728 69,804

経常利益 1,352,378 881,217

特別利益   

貸倒引当金戻入額 403 79

特別利益合計 403 79

特別損失   

固定資産除却損 ※2  4,095 ※2  3,663

固定資産売却損 － ※3  108

減損損失 ※4  76,399 ※4  94,077

投資有価証券売却損 11,794 －

本社移転費用引当金繰入額 － 31,266

その他 7,945 11,870

特別損失合計 100,235 140,985

税金等調整前当期純利益 1,252,546 740,311

法人税、住民税及び事業税 705,582 438,020

法人税等調整額 △145,557 △98,168

法人税等合計 560,024 339,852

当期純利益 692,522 400,459
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 493,940 499,090

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,150 2,925

当期変動額合計 5,150 2,925

当期末残高 499,090 502,015

資本剰余金   

前期末残高 483,940 489,090

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,150 2,925

当期変動額合計 5,150 2,925

当期末残高 489,090 492,015

利益剰余金   

前期末残高 654,630 1,347,152

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 692,522 400,459

当期変動額合計 692,522 341,039

当期末残高 1,347,152 1,688,192

自己株式   

前期末残高 △2,413 △2,413

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,413 △2,413

株主資本合計   

前期末残高 1,630,097 2,332,919

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 692,522 400,459

新株の発行（新株予約権の行使） 10,300 5,850

当期変動額合計 702,822 346,889

当期末残高 2,332,919 2,679,809
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △20,129 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,129 －

当期変動額合計 20,129 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △20,129 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,129 －

当期変動額合計 20,129 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 1,609,968 2,332,919

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 692,522 400,459

新株の発行（新株予約権の行使） 10,300 5,850

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,129 －

当期変動額合計 722,951 346,889

当期末残高 2,332,919 2,679,809
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,252,546 740,311

減価償却費 586,438 555,770

減損損失 76,399 94,077

のれん償却額 45,611 45,606

負ののれん償却額 △119,223 △121,754

貸倒引当金の増減額（△は減少） △403 △79

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,881 △5,496

株主優待引当金の増減額（△は減少） 2,783 1,999

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 31,266

受取利息 △5,949 △1,244

支払利息 73,112 67,225

為替差損益（△は益） △15,671 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,416 △1,158

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,117 △17,298

前払費用の増減額（△は増加） △44,166 △46,126

未払費用の増減額（△は減少） △17,150 35,142

仕入債務の増減額（△は減少） 134,730 △286,403

未払金の増減額（△は減少） 77,215 △113,048

その他 199,094 △31,681

小計 2,268,783 947,107

利息及び配当金の受取額 5,949 1,244

利息の支払額 △72,912 △69,424

損害賠償金の支払額 － △1,400

法人税等の支払額 △399,071 △666,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,802,748 210,854

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △92,500 △46,054

有形固定資産の取得による支出 △336,559 △496,258

無形固定資産の取得による支出 △8,327 △8,973

投資有価証券の売却による収入 140,581 －

子会社株式の取得による支出 － △25,058

営業譲受による支出 △102,800 －

差入保証金の差入による支出 △210,388 △453,005

長期前払費用の増加による支出 △53,178 △75,889

その他 23,646 56,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △639,526 △1,049,114
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

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） △158,991 30,336

長期借入れによる収入 540,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △899,810 △1,032,690

割賦未払金の収入額 28,960 －

割賦未払金の支出 △72,721 △46,477

リース債務の返済による支出 △23,288 △62,328

株式の発行による収入 10,300 5,850

配当金の支払額 － △58,739

その他 △1,312 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △576,862 △364,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,671 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 602,031 △1,202,309

現金及び現金同等物の期首残高 1,732,894 2,334,926

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,334,926 ※1  1,132,616
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

１．連結の範囲に関する事項 (イ) 連結子会社の数 ３社 

子会社の名称  株式会社サンプー

        ル 

子会社の名称  株式会社シークレ

        ットテーブル 

子会社の名称  株式会社ゴールデ

        ンマジック 

株式会社ゴールデンマジックは、平

成21年５月１日に当社100％出資に

よる設立に伴い、当連結会計年度よ

り連結子会社となりました。 

(イ) 連結子会社の数 ３社 

子会社の名称  株式会社サンプー

        ル 

子会社の名称  株式会社シークレ

        ットテーブル 

子会社の名称  株式会社ゴールデ

        ンマジック 

  

  (ロ) 非連結子会社の名称 

該当事項はありません。  

(ロ) 非連結子会社の名称 

   株式会社土佐社中 

   株式会社吉田卯三郎商店 

  （連結の範囲から除いた理由） 

株式会社土佐社中及び株式会社吉田

卯三郎商店は、小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等はいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外してお

ります。  

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 (イ) 持分法適用の非連結子会社数 

   該当事項はありません。 

(ロ) 持分法を適用しない非連結子会社 

   株式会社土佐社中 

   株式会社吉田卯三郎商店 

  （持分法を適用しない理由） 

非連結子会社は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、全て連結決算日

と一致しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① その他有価証券 

時価のあるもの 

当連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定)

によっております。(外貨建その

他有価証券は、当連結会計年度末

直物為替相場により円換算し、換

算差額は評価差額として処理して

おります。また、差額は全部純資

産直入法により処理しておりま

す。) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① その他有価証券 

時価のあるもの 

当連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により

算定)によっております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

原材料 

終仕入原価法による原価法(収

益性の低下による簿価切下げの方

法) 

③ たな卸資産 

原材料 

     同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

 建物        ２～20年 

 工具、器具及び備品 ２～20年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

      同左 

  ② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウエアの

耐用年数は、社内における利用可能

期間(５年)によっております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  ③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成21年２月28日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

③ リース資産 

同左 

  ④ 長期前払費用  

定額法 

④ 長期前払費用  

同左 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込み額を計上してお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えて、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 株主優待引当金 

 株主優待制度に伴う費用に備える

ため、株主優待制度に基づき、発生

すると見込まれる額を計上しており

ます。 

③ 株主優待引当金 

同左 

    

───── 

④ 本社移転費用引当金 

 本社移転に伴い発生の可能性が高

いと見込まれる原状回復費用等につ

いて、合理的な見積額を計上してお

ります。 

  (4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについて、特例処理を採用して

おります。 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段 

 金利スワップ 

② ヘッジ手段 

同左 

  ③ ヘッジ対象 

 市場金利等の変動によりキャッシ

ュ・フローが変動するもの(変動金利

の借入金) 

③ ヘッジ対象 

同左 

  ④ ヘッジ方法 

 デリバティブ取引は金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であり

ます。デリバティブ取引の執行・管

理については、取引権限及び取引限

度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を

得て行っております。 

④ ヘッジ方法 

同左 

  ⑤ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件を

満たしており、その判定をもって有

効性の評価に代えております。  

⑤ ヘッジの有効性評価の方法 

同左  

  (5) その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式 

(5) その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

５．連結子会社の資産及び負

債に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 ５年間の定額法により償却を行うことと

しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目 
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

   (1)リース取引に関する会計基準 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、当連結会計年度より、「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響は、軽微

であります。  

(2)たな卸資産の評価に関する会計基準  

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価

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、 終仕入原価法か

ら 終仕入原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）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。 

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 
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表示方法の変更
  

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日) 

 (連結貸借対照表) 

 「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」（平

成20年８月７日 内閣府令第50号） が適用となることに

伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「原材料」

として掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」の内容は、

「原材料」68,188千円であります。 

───── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

※１．担保資産 

 金融機関からの借入金の担保に供している資産及び

これに対応する債務は次のとおりであります。 

(1)担保に供している資産  

※１．担保資産 

 金融機関からの借入金の担保に供している資産及び

これに対応する債務は次のとおりであります。 

(1)担保に供している資産  

 定期預金 千円92,500

 建物 千円38,691

 土地 千円64,182

計 千円195,374

 定期預金 千円146,054

 建物 千円35,696

 土地 千円64,182

計 千円245,933

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 

 1年内返済予定の長期借入金 千円231,960

 長期借入金 千円753,320

計 千円985,280

 1年内返済予定の長期借入金 千円231,040

 長期借入金 千円522,280

計 千円753,320

 上記の借入金の一部（95,280千円）については、

根抵当権（限度額150,000千円）が設定されており

ます。 

 上記の借入金の一部（ 千円）については、

根抵当権（限度額 千円）が設定されており

ます。  

83,320

150,000

(3)質権設定している資産 (3)質権設定している資産 

 差入保証金 千円42,500

計 千円42,500

 差入保証金 千円88,500

計 千円88,500

 上記の差入保証金については、1年内返済予定の長

期借入金59,358千円、長期借入金72,950千円の担保

として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求

に対して質権設定しております。 

※２．        ───── 

  

 上記の差入保証金については、1年内返済予定の長

期借入金 千円、長期借入金 千円の担保

として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求

に対して質権設定しております。 

※２．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま 

す。 

  投資その他の資産のその他（株式）25,058千円 

54,192 63,158
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

 給与手当 千円4,173,174

 賞与引当金繰入額 千円38,873

 賃借料 千円2,716,055

 減価償却費 千円586,438

 株主優待引当金繰入 千円4,576

 水道光熱費 千円717,800

 広告宣伝費 千円625,634

 給与手当 千円4,290,279

 賞与引当金繰入額 千円33,377

 賃借料 千円3,042,645

 減価償却費 千円555,770

 株主優待引当金繰入 千円6,321

 水道光熱費 千円767,269

 広告宣伝費 千円673,489

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

 建物 

 工具、器具及び備品 

 ソフトウエア 

千円

千円

千円

948

2,746

400

 ソフトウェア 

  

千円3,663

※３.         ───── ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

     工具、器具及び備品         108千円  

※４．減損損失 

 当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

※４．減損損失 

 当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 地域 主な用途 種類 金額 

東京都  店舗 建物 千円48,484

    工具、器具

及び備品 
千円9,576

     商標権 千円439

    ソフトウエ

ア 
千円33

    リース資産 千円15,865

    長期前払費

用  
千円2,000

  

 地域 主な用途 種類 金額 

東京都  店舗 建物 千円82,680

    工具、器具

及び備品 
千円3,409

    リース資産 千円7,987

当社グループは、原則として各店舗を基本単位と

してグルーピングしております。 

 その結果、継続して営業損失を計上している店舗

について建物、工具器具及び備品、商標権、ソフト

ウエア、リース資産、長期前払費用の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額76,399千円を減

損損失として特別損失に計上しております。 

 なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により

測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマ

イナスであるため、零として評価しております。 

当社グループは、原則として各店舗を基本単位と

してグルーピングしております。 

 その結果、継続して営業損失を計上している店舗

等について建物、工具器具及び備品、リース資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により

測定しており、割引率は3.9％を用いております。 

94,077
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前連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加6,159株は、普通株式１株につき２株の株式分割(平成21年５月19日付)に

よる増加5,950株及び新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴う普通株式209株による増加でありま

す。 

 （注）２ 普通株式の自己株式の11株の増加は、普通株式１株につき２株の株式分割(平成21年５月19日付)によるもの

であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額  

   該当事項はありません 

  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  5,747 6,159  ―   11,906

合計  5,747 6,159  ―   11,906

自己株式         

普通株式（注）２  11 11  ―   22

合計  11 11  ―   22

  

  

 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
 配当の原資 

１株当り  

配当額   

(円) 

 基準日   効力発生日 

平成22年5月27日 

定時株主総会 
普通株式 59,420 利益剰余金 5,000 平成22年2月28日 平成22年5月28日

㈱ダイヤモンドダイニング（3073）　平成23年２月期 決算短信

26



当連結会計年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）  普通株式の発行済株式総数の増加204株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴うものであり

ます。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）  11,906     204   ―   12,110

合計  11,906     204   ―   12,110

自己株式         

普通株式  22  ―   ―   22

合計  22  ―   ―   22

  

  

 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額  

(千円) 

１株当り配当額 

(円) 
 基準日   効力発生日 

平成22年5月27日 

定時株主総会 
普通株式  59,420 5,000 平成22年2月28日 平成22年5月28日 

  

  

 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
 配当の原資 

１株当り  

配当額   

(円) 

 基準日   効力発生日 

平成23年5月26日 

定時株主総会 
普通株式 60,440 利益剰余金    5,000   平成23年2月28日 平成23年5月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円 2,259,804

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円 △100,000

預け金 千円 175,121

現金及び現金同等物 千円 2,334,926

現金及び預金 千円 1,133,996

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円 △146,054

預け金 千円 144,673

現金及び現金同等物 千円 1,132,616
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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。 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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。 

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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。 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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。 

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

（注）当社は、平成21年５月19日付で普通株式株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額  196,307円61銭   円 銭 221,691 69

１株当たり当期純利益             58,455円49銭              円 銭 33,357 72

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  57,280円58銭 

 

  円 銭 

 

33,147 87

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

損益計算書上の当期純利益（千円）  692,522  400,459

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  692,522  400,459

普通株式の期中平均株式数（株）  11,847  12,005

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期利益調整額  －  －

普通株式増加数（株）  243  76

（うち新株予約権） （243） （ ） 76

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

－ － 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません （株式取得に関する基本合意書の締結について） 

  当社は、平成23年３月９日開催の取締役会において、

遊戯場（ビリヤード、ダーツ、シミュレーションゴル

フ、カラオケ）、飲食店、インターネット・複合カフェ

等の多様な事業を都心部及び首都圏中心に展開する株式

会社バグースの全株式を取得し、子会社化するための基

本合意書締結を決議し、同日当該基本合意書を締結いた

しました。 

 (1) 株式取得の理由 

  当社グループは、「お客様歓喜」を経営理念とし、従

来の飲食店とは一味違った「非日常性」と「食へのこだ

わり」を基本コンセプトとして、マルチコンセプト（個

店主義）戦略の下、自社グループで業態を開発し、都心

部及び首都圏を中心に、当社109店舗、当社グループ計

175店舗（平成23年２月28日現在）を直営にて展開してお

ります。当社グループは今後、当社グループの 大の強

みであるエンターテイメント性をさらに追及・拡大し、

一層の「お客様歓喜」を具現化するため、主力のアルコ

ール業態だけでなく、非アルコール業態への進出を現在

検討しております。  

 このような現況下、「ＢＡＧＵＳ」ブランドで若者か

ら大人まで幅広い世代に高い知名度を誇り、多くのファ

ン層をもつバグースのエンターテイメント性は、当社グ

ループとの高いシナジーを発揮し、当社グループの事業

領域・収益拡大に資するものと判断し、同社の全株式を

取得し、同社を当社の子会社とする基本合意書を締結い

たしました。  

 (2) 株式取得の相手先 

  石田 秀一  

 鈴木 竹二  

 甲斐谷 勝幸  

 中田 琢也  

 石田 秀人  

 (3) 買収予定会社の概要 

    ① 商号     株式会社バグース 

    ② 事業内容   遊戯場、飲食店、インターネット・

                     複合カフェの企画・運営 他 

    ③ 規模     資本金 92,400千円 

                     （平成22年６月30日現在） 

  (4) 株式取得の日程 

    株式譲渡契約書締結   平成23年５月31日（予定）  

  株式取得期日     平成23年６月１日（予定） 

 (5) 取得予定株式数及び取得前後の所有株式の状況 

  ① 取得前の所有株式数   0株（所有割合  0.0％）

  ② 取得予定株式数   1,848株（取得割合 100.0％）

  ③ 取得後の所有株式数 1,848株（所有割合 100.0％）

        （予定）  

  ④ 取得価額  資産査定等に基づき株式譲渡契約書 

          締結日までに確定 

  (6) 株式取得資金の調達方法  

  自己資金及び金融機関からの借入金にて賄う予定で 

  す。 
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 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、企業

結合等、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため、開示を省略しております。  

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,265,825 444,545

売掛金 94,940 98,943

原材料 38,917 49,042

預け金 70,464 60,015

前払費用 134,048 162,722

関係会社短期貸付金 222,640 222,640

立替金 543 1,054

未収入金 32,504 218,667

繰延税金資産 47,585 68,243

その他 257 7,702

貸倒引当金 △570 △627

流動資産合計 1,907,157 1,332,949

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,173,482 2,591,150

減価償却累計額 △759,092 △988,078

減損損失累計額 △86,324 △118,140

建物（純額） 1,328,065 1,484,930

工具、器具及び備品 442,103 553,847

減価償却累計額 △299,821 △370,979

減損損失累計額 △10,530 △13,622

工具、器具及び備品（純額） 131,751 169,246

土地 64,182 64,182

リース資産 145,908 251,842

減価償却累計額 △19,462 △59,506

リース資産（純額） 126,446 192,336

建設仮勘定 7,165 290

有形固定資産合計 1,657,611 1,910,986

無形固定資産   

商標権 5,456 3,510

ソフトウエア 2,910 6,596

電話加入権 211 211

リース資産 5,824 4,480

無形固定資産合計 14,402 14,798

投資その他の資産   

関係会社株式 677,805 702,863

関係会社長期貸付金 667,962 426,322

長期前払費用 52,393 74,446

差入保証金 1,420,061 1,766,753

繰延税金資産 135,180 181,635

その他 7,142 18,428

投資その他の資産合計 2,960,546 3,170,448

固定資産合計 4,632,560 5,096,234

資産合計 6,539,717 6,429,183
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 365,443 213,400

短期借入金 － 24,000

1年内返済予定の長期借入金 980,140 1,035,776

リース債務 29,788 51,286

未払金 190,819 135,906

設備関係未払金 7,514 160,274

割賦未払金 46,477 32,617

未払費用 320,066 368,124

未払法人税等 165,137 135,908

未払消費税等 75,986 11,362

預り金 7,617 8,942

前受収益 40,197 69,357

賞与引当金 24,142 20,264

株主優待引当金 4,576 6,576

本社移転費用引当金 － 25,273

その他 － 5,209

流動負債合計 2,257,908 2,304,281

固定負債   

長期借入金 2,105,832 1,817,506

長期割賦未払金 82,758 60,063

長期前受収益 36,993 70,012

リース資産減損勘定 20,720 20,390

リース債務 103,672 147,848

その他 9,980 10,562

固定負債合計 2,359,957 2,126,383

負債合計 4,617,865 4,430,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,090 502,015

資本剰余金   

資本準備金 489,090 492,015

資本剰余金合計 489,090 492,015

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 600 600

繰越利益剰余金 935,485 1,006,302

利益剰余金合計 936,085 1,006,902

自己株式 △2,413 △2,413

株主資本合計 1,921,852 1,998,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 1,921,852 1,998,519

負債純資産合計 6,539,717 6,429,183
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 9,299,152 9,675,165

売上原価   

期首原材料たな卸高 33,723 38,917

当期原材料仕入高 2,358,868 2,479,871

合計 2,392,591 2,518,788

期末原材料たな卸高 38,917 49,042

売上原価合計 2,353,673 2,469,745

売上総利益 6,945,478 7,205,419

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 334,317 389,154

貸倒引当金繰入額 － 57

役員報酬 165,350 184,200

給料及び手当 2,227,337 2,344,735

賞与 96,169 94,165

賞与引当金繰入額 24,142 20,264

賃借料 1,447,554 1,697,501

リース料 159,031 137,441

減価償却費 347,138 348,878

株主優待引当金繰入 4,576 6,321

水道光熱費 423,409 451,635

消耗品費 230,209 292,825

支払手数料 229,801 238,399

旅費及び交通費 127,468 135,392

その他 549,032 625,050

販売費及び一般管理費合計 6,365,538 6,966,024

営業利益 579,939 239,395

営業外収益   

受取利息 24,569 19,437

受取協賛金 45,142 18,000

業務委託料収入 34,264 85,774

為替差益 15,671 －

その他 16,779 10,594

営業外収益合計 136,427 133,806

営業外費用   

支払利息 72,619 63,505

営業外支払手数料 1,000 878

その他 7,813 465

営業外費用合計 81,432 64,849

経常利益 634,934 308,352

㈱ダイヤモンドダイニング（3073）　平成23年２月期 決算短信

35



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 292 －

特別利益合計 292 －

特別損失   

固定資産売却損 － 108

固定資産除却損 4,095 －

減損損失 53,195 42,894

投資有価証券売却損 11,794 －

本社移転費用引当金繰入額 － 25,273

特別損失合計 69,085 68,276

税引前当期純利益 566,142 240,076

法人税、住民税及び事業税 263,833 176,951

過年度法人税等 38,940 －

法人税等調整額 △46,675 △67,112

法人税等合計 256,098 109,839

当期純利益 310,043 130,236
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 493,940 499,090

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,150 2,925

当期変動額合計 5,150 2,925

当期末残高 499,090 502,015

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 483,940 489,090

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,150 2,925

当期変動額合計 5,150 2,925

当期末残高 489,090 492,015

資本剰余金合計   

前期末残高 483,940 489,090

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,150 2,925

当期変動額合計 5,150 2,925

当期末残高 489,090 492,015

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 600 600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600 600

繰越利益剰余金   

前期末残高 625,442 935,485

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 310,043 130,236

当期変動額合計 310,043 70,816

当期末残高 935,485 1,006,302

利益剰余金合計   

前期末残高 626,042 936,085

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 310,043 130,236

当期変動額合計 310,043 70,816

当期末残高 936,085 1,006,902
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

自己株式   

前期末残高 △2,413 △2,413

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,413 △2,413

株主資本合計   

前期末残高 1,601,509 1,921,852

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 310,043 130,236

新株の発行（新株予約権の行使） 10,300 5,850

当期変動額合計 320,343 76,666

当期末残高 1,921,852 1,998,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △20,129 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,129 －

当期変動額合計 20,129 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △20,129 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,129 －

当期変動額合計 20,129 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 1,581,380 1,921,852

当期変動額   

剰余金の配当 － △59,420

当期純利益 310,043 130,236

新株の発行（新株予約権の行使） 10,300 5,850

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,129 －

当期変動額合計 340,472 76,666

当期末残高 1,921,852 1,998,519
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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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     開示内容が定まった時点で開示いたします。  

６．その他

(1)役員の異動
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