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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日～平成25年５月31日）におけるわが国経済は、昨年末の新政権誕

生による経済政策や金融政策により、円安株高が進行し、景気回復への期待感が高まっております。しかしながら

国内の実体経済は、雇用情勢や所得環境等、依然として改善されず、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような市場環境の下、当社グループは、既存店舗においては昨年に引き続き、業態毎にプロモーションの強

化、ロケーションや顧客特性に応じたメニューやサービスの改善活動を継続的に行うことで、売上拡大を図るよう

努めました。これにより、既存店売上高は前年対比106.5％と好調に推移すると共に、前期に出店した７店舗も順

調に寄与いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高1,934百万円（前年同期比15.0％

増）、営業利益46百万円（前年同期は営業損失62百万円）、経常利益60百万円（前年同期は経常損失63百万円）、

四半期純利益29百万円（前年同期は四半期純損失47百万円）となりました。なお、第１四半期にて新規出店は行っ

ておりませんが、一部店舗のリニューアルを行い、第１四半期末現在の店舗数は、直営店58店舗（国内56店舗、海

外２店舗）、ＦＣ店２店舗の計60店舗となっております。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①公共施設開発事業 

 平成25年３月に愛知県一宮市の婚礼施設「GARLANDS」を、新しい装いのバンケット、プール等を中心にリニュー

アルいたしました。また、「ガーデンレストラン徳川園」、「横浜マリンタワー」等の既存店舗、期間限定店舗は

好調に推移いたしました。 

 この結果、当事業における売上高は902百万円（前年同期比16.3％増）、営業利益は67百万円（同259.7％増）と

なり、前期に出店した店舗の貢献もあり、売上、利益共に前年同期を大きく上回る結果となりました。 

②商業店舗開発事業 

 ハワイアンブランド「ALOHA TABLE」及び期間限定店舗を中心に好調に推移いたしました。 

 この結果、当事業における売上高は1,031百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は121百万円（同138.1％

増）となり、前期に出店した店舗の貢献もあり、売上、利益共に前年同期を上回る結果となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  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197百万円増加の3,219百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が78百万円、売掛金が62百万円、有形固定資産が37百万円とそれぞれ増加したこと等に

よるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ183百万円増加の2,334百万円となりました。これは主に、未払消費税等が

38百万円、有利子負債が35百万円とそれぞれ減少したものの、買掛金が122百万円、未払金が82百万円、未払費用

が37百万円とそれぞれ増加したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加の885百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増

加等によるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成26年２月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年４月11日に発表いた

しました予想から変更はありません。 

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスクや

不確定要素が含まれております。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。  

  

   

  

  

  

   

 該当事項はありません。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 769,979 848,854

売掛金 109,009 171,483

商品 1,219 2,266

原材料及び貯蔵品 83,099 94,493

前払費用 48,632 57,754

繰延税金資産 22,711 15,310

その他 42,017 45,981

貸倒引当金 △1,063 △529

流動資産合計 1,075,606 1,235,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,277,836 1,298,619

工具、器具及び備品（純額） 110,931 130,803

リース資産（純額） 107,480 95,514

建設仮勘定 5,083 13,828

その他（純額） 393 344

有形固定資産合計 1,501,725 1,539,111

無形固定資産 19,452 20,024

投資その他の資産   

投資有価証券 6,100 3,000

出資金 1,010 1,010

長期前払費用 8,057 11,724

差入保証金 344,998 343,606

繰延税金資産 65,636 65,419

その他 7,696 7,730

貸倒引当金 △7,696 △7,568

投資その他の資産合計 425,803 424,922

固定資産合計 1,946,981 1,984,059

資産合計 3,022,587 3,219,673
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 269,921 392,225

短期借入金 60,000 90,000

1年内返済予定の長期借入金 387,991 392,820

リース債務 51,388 50,025

未払金 163,182 245,280

未払費用 183,531 221,206

未払法人税等 70,399 33,406

未払消費税等 70,326 32,037

前受金 91,128 134,147

その他 15,152 23,970

流動負債合計 1,363,022 1,615,120

固定負債   

長期借入金 665,010 607,419

リース債務 66,641 55,364

資産除去債務 54,148 54,372

その他 1,978 1,850

固定負債合計 787,777 719,006

負債合計 2,150,800 2,334,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 379,105 379,105

資本剰余金 301,308 301,308

利益剰余金 226,203 231,681

株主資本合計 906,617 912,095

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △34,830 △26,548

その他の包括利益累計額合計 △34,830 △26,548

純資産合計 871,787 885,546

負債純資産合計 3,022,587 3,219,673
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年５月31日) 

売上高 1,682,025 1,934,397

売上原価 513,187 592,639

売上総利益 1,168,838 1,341,757

販売費及び一般管理費 1,231,201 1,295,175

営業利益又は営業損失（△） △62,363 46,581

営業外収益   

受取利息 356 85

協賛金収入 12,989 7,084

貸倒引当金戻入額 897 661

為替差益 － 12,049

その他 256 230

営業外収益合計 14,499 20,112

営業外費用   

支払利息 7,201 5,911

為替差損 7,565 －

その他 423 189

営業外費用合計 15,189 6,101

経常利益又は経常損失（△） △63,052 60,592

特別損失   

投資有価証券売却損 － 372

特別損失合計 － 372

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△63,052 60,220

法人税、住民税及び事業税 2,665 22,607

法人税等調整額 △18,651 7,618

法人税等合計 △15,985 30,225

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△47,067 29,994

四半期純利益又は四半期純損失（△） △47,067 29,994
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△47,067 29,994

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 14,807 8,281

四半期包括利益 △32,259 38,275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,259 38,275

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

  

   

   

  該当事項はありません。 

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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