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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8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 ％

25年2月期第2四半期 6,694 7.1 201 327.1 151 277.5 193 ―
24年2月期第2四半期 6,253 △9.8 47 ― 40 ― △301 ―

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 201百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 △254百万円 （―％）

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

25年2月期第2四半期 7,337.48 ―
24年2月期第2四半期 △11,522.29 ―

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

25年2月期第2四半期 4,725 604 12.8 22,714.38
24年2月期 3,957 655 9.4 14,302.61
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  604百万円 24年2月期  373百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年2月期 ― 0.00
25年2月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 13,525 6.5 500 109.2 437 74.7 471 ― 17,704.92



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

平成24年６月１日付けにて、当社は、当社の連結子会社でありました株式会社SALVATORE CUOMO JAPANを吸収合併いたしました。当社の特定子会社
でありました株式会社SALVATORE CUOMO JAPANは合併消滅会社となったことにより、当社の特定子会社ではなくなりました。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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等の見通しは、当社が現時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は見通しと異なることがありま
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「連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名）
株式会社SALVATORE CUOMO JAPA
N

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期2Q 26,609 株 24年2月期 26,141 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 0 株 24年2月期 0 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 26,375 株 24年2月期2Q 26,141 株
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（1）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要により景気に一部持ち直しの動き

が見られたものの、欧州の財政不安やアジア経済の成長の鈍化等の不安材料から、依然として先行き不透明な状況が

続いております。 

外食産業におきましては、一般消費者の低価格志向・節約志向が続く中で、新規参入者や中食マーケットとの競争

激化、「食」の安全・安心に対する社会的関心の高まりに伴い品質管理体制のより一層の強化が要求されるなど、業

界内の競争環境は従来にも増して厳しい状況にあります。 

このような状況の下、当社グループは、グループの組織及び事業を集約化し、経営資源の有効活用による事業運営

の効率化を図るとともに、各社の統合によるシナジーを高め事業基盤を強化することを目的として、当社と、当社の

連結子会社でありました株式会社SALVATORE CUOMO JAPANとの合併を行いました。また、事業面におきましては、既

存店舗の販売強化、FC加盟店数の拡大、全社的なコストの見直し、ブライダル事業の強化等を積極的に推進してまい

りました。当第２四半期連結累計期間におきましては、引き続きカジュアルレストラン業態が好調に推移し業績に貢

献したほか、高級レストラン業態も堅調に推移したことから、売上高は 百万円（前年同期比7.1％増加）、営業

利益は 百万円（前年同期比327.1％増加）、経常利益は 百万円（前年同期比277.5％増加）となりました。な

お、四半期純利益につきましては、繰延税金資産を計上したこと等により 百万円（前年同期四半期純損失 百万

円）となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの状況は次のとおりとなっております。 

①XEXグループ 

「XEX」をはじめとする高級レストラン事業でありますXEXグループにつきましては、レストランウェディングの実

施件数が増加したこと及び二次会などの各種パーティー需要を取り込むことができたこと等、ブライダル事業の強

化・拡大が業績に寄与いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の同グループの売上高は 百万円（前年同期比9.8％増加）、営業利益は

百万円（前年同期比2,333.7％増加）となりました。なお、店舗数は直営店13店舗、FC店２店舗となりました。 

②カジュアルレストラングループ 

カジュアルレストラングループにつきましては、直営店及びFC店の展開を実施してまいりました。直営店では、平

成24年４月に「LE CHOCOLAT DE H／Paul Bassett渋谷ヒカリエShinQs」、同年７月に「SALVATORE CUOMO & BAR 

SUSUKINO」を、FC店では、平成24年３月に「SALVATORE CUOMO & BAR KUMAMOTO」を出店いたしました。なお、当社の

カフェ事業「Paul Bassett」の韓国における店舗につきましては、ライセンス契約を終了したことにより、当社のFC

店ではなくなりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の同グループの売上高は 百万円（前年同期比5.6％増加）、営業利益は

百万円（前年同期比5.6％増加）となりました。また、店舗数は直営店35店舗、FC店30店舗となりました。 

③その他 

その他は、コンサルティング事業等により構成されております。当第２四半期連結累計期間の同グループの売上高

は 百万円（前年同期比63.3％減少）、営業損失は 百万円（前年同期営業損失 百万円）となりました。 

  

（2）連結財政状態に関する定性的情報  

①資産の状態 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産合計は前連結会計年度末比460百万円の増加で 百万円となり、

固定資産合計は前連結会計年度末比 百万円の増加で 百万円となりました。その結果、資産合計は前連結会計

年度末比 百万円の増加で 百万円となりました。 

これは主として、現金及び預金の増加287百万円、売掛金の増加86百万円、のれんの増加331百万円によるものであ

ります。 

②負債の状態 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債合計は前連結会計年度末比 百万円の減少で 百万円となり、

また固定負債合計は前連結会計年度末比 百万円の増加で 百万円となりました。その結果、負債合計は前連

結会計年度末比 百万円の増加で 百万円となりました。 

これは主として、買掛金の増加123百万円、短期借入金の減少430百万円、未払金の増加60百万円、未払法人税等の

減少91百万円、長期借入金の増加1,042百万円によるものであります。 

③純資産の状態 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末比50百万円の減少で 百万円となりまし

た。 

これは主として、四半期純利益の計上 百万円、当社の連結子会社でありました株式会社SALVATORE CUOMO JAPAN

の株式を追加取得したこと等による少数株主持分の減少 百万円によるものであります。この結果、当第２四半期

連結会計期間末の自己資本比率は12.8％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度の期末残高と比較して

百万円増加し、 百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入超過（前年同期は

百万円の収入超過）となりました。 

これは、税金等調整前四半期純利益 百万円に減価償却費 百万円、のれん償却 百万円、貸倒引当金の増加額

百万円、店舗閉鎖損失 百万円等の調整を加味した上で、売上債権の増加額 百万円、仕入債務の増加額 百万

円、未払金の増加額 百万円、法人税等の支払額 百万円等があったことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出超過（前年同期は

百万円の支出超過）となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出 百万円、敷金及び保証金の回収による収入 百万円、少数株主からの

子会社株式取得による支出 百万円等があったことによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入超過（前年同期は

百万円の支出超過）となりました。 

これは、短期借入金の純減額 百万円、長期借入れによる収入 百万円、長期借入金の返済による支出 百

万円等があったこと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 

近の業績動向等を踏まえ、平成24年４月18日に公表いたしました平成25年２月期の通期連結業績予想を修正いた

しました。 

詳細につきましては、本日別途公表いたしました「繰延税金資産の計上及び平成25年２月期第２四半期連結累計期

間の業績予想と実績値との差異並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当社と当社の連結子会社でありました株式会社SALVATORE CUOMO JAPANとの合併により、株式会社SALVATORE 

CUOMO JAPANは消滅会社となったため、当第２四半期連結会計期間末における連結子会社の数は４社となりまし

た。 

    

（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 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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24年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（4）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。  
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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24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 541,416 828,582

売掛金 454,894 541,202

原材料及び貯蔵品 258,970 264,572

その他 219,025 304,024

貸倒引当金 △1,141 △4,538

流動資産合計 1,473,164 1,933,843

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,712,491 1,695,280

その他（純額） 151,719 176,533

有形固定資産合計 1,864,211 1,871,813

無形固定資産   

のれん － 331,912

その他 60,927 57,460

無形固定資産合計 60,927 389,373

投資その他の資産   

敷金及び保証金 511,178 514,056

その他 58,058 39,625

貸倒引当金 △9,818 △23,571

投資その他の資産合計 559,418 530,109

固定資産合計 2,484,557 2,791,297

資産合計 3,957,722 4,725,140

負債の部   

流動負債   

買掛金 540,033 663,794

短期借入金 977,948 547,200

未払金 618,044 678,751

未払法人税等 107,130 15,476

ポイント引当金 12,671 15,274

株主優待引当金 31,505 36,972

その他 261,496 354,439

流動負債合計 2,548,830 2,311,909

固定負債   

長期借入金 173,656 1,216,000

資産除去債務 371,592 379,073

その他 207,727 213,179

固定負債合計 752,975 1,808,253

負債合計 3,301,805 4,120,163
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 830,375 830,375

資本剰余金 858,295 898,683

利益剰余金 △1,274,361 △1,080,835

株主資本合計 414,308 648,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △42 △77

為替換算調整勘定 △40,381 △43,738

その他の包括利益累計額合計 △40,424 △43,816

新株予約権 － 570

少数株主持分 282,032 －

純資産合計 655,917 604,977

負債純資産合計 3,957,722 4,725,140
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 6,253,314 6,694,627

売上原価 5,390,757 5,591,007

売上総利益 862,556 1,103,620

販売費及び一般管理費 ※1  815,426 ※1  902,345

営業利益 47,130 201,274

営業外収益   

受取利息 260 279

協賛金収入 10,937 11,351

貸倒引当金戻入額 － 171

その他 7,803 6,544

営業外収益合計 19,001 18,346

営業外費用   

支払利息 16,292 22,077

支払手数料 － 33,301

為替差損 7,174 1,588

その他 2,534 11,173

営業外費用合計 26,001 68,140

経常利益 40,130 151,481

特別利益   

貸倒引当金戻入額 219 －

株主優待引当金戻入額 1,250 －

特別利益合計 1,470 －

特別損失   

固定資産除却損 1,286 －

店舗閉鎖損失 23,779 21,172

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 122,913 －

特別損失合計 147,980 21,172

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（△）

△106,378 130,308

法人税、住民税及び事業税 106,881 44,699

法人税等調整額 50,677 △119,653

法人税等合計 157,559 △74,953

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（△）

△263,938 205,262

少数株主利益 37,266 11,736

四半期純利益又は四半期純損失（△） △301,204 193,526
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８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（△）

△263,938 205,262

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69 △34

為替換算調整勘定 9,964 △3,357

その他の包括利益合計 9,894 △3,391

四半期包括利益 △254,043 201,870

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △291,309 190,134

少数株主に係る四半期包括利益 37,266 11,736
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△106,378 130,308

減価償却費 143,211 124,378

のれん償却額 － 10,706

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52,665 17,150

株主優待引当金の増減額（△は減少） 620 5,467

ポイント引当金の増減額（△は減少） 352 2,603

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △69,612 －

受取利息及び受取配当金 △264 △286

支払利息 16,292 22,077

為替差損益（△は益） 7,174 1,588

固定資産除却損 1,286 －

店舗閉鎖損失 23,779 21,172

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 122,913 －

売上債権の増減額（△は増加） 16,013 △86,230

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,072 △5,387

前払費用の増減額（△は増加） 24,452 △1,453

仕入債務の増減額（△は減少） 107,014 123,173

未払金の増減額（△は減少） 47,746 18,452

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,602 △1,024

その他 210,328 118,481

小計 492,736 501,179

利息及び配当金の受取額 264 286

利息の支払額 △16,971 △20,645

法人税等の支払額 △148,489 △139,470

営業活動によるキャッシュ・フロー 327,539 341,349

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収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △121,000 △110,280

有形固定資産の売却による収入 1,024 589

無形固定資産の取得による支出 △50,268 △678

貸付けによる支出 △1,710 △234

貸付金の回収による収入 163 712

敷金及び保証金の差入による支出 △7,511 △9,809

敷金及び保証金の回収による収入 37,569 58,495

保険積立金の解約による収入 － 575

少数株主からの子会社株式取得による支出 － △596,000

その他 － 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,733 △636,531
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31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） － △672,700

長期借入れによる収入 － 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △174,804 △615,704

リース債務の返済による支出 △12,162 △10,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,966 601,355

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,549 992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,389 307,166

現金及び現金同等物の期首残高 640,821 521,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  645,210 ※1  828,582
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該当事項はありません。 

   

   

          当社は、平成24年６月１日付けで連結子会社でありました株式会社SALVATORE CUOMO JAPANを吸収合併いたし

    ました。本合併に際して効力発生日前日の 終の株式会社SALVATORE CUOMO JAPANの株主名簿に記載または記録 

    された株主に対し、その所有する同社の普通株式１株につき、当社の普通株式26株を割当て交付しました。 

     この結果、当第２四半期連結会計期間において資本剰余金が40,388千円増加し、当第２四半期連結会計期間末

    において資本剰余金が898,683千円となっております。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日  至 平成23年８月31日） 

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

 (注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティング事

業、不動産賃貸事業等を含んでおります。 

   ２ セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去額 千円、各セグメ

ントに配分していない全社費用 千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。  

   ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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

（６）セグメント情報等

  
  

報告セグメント 

その他 
（注）1 

合計 
調整額 
（注）2 

四半期連結損

益計算書計上

額 
（注）3 

ＸＥＸ 
グループ 

カジュアル

レストラン 
グループ 

計 

売上高              

外部顧客への売上高  2,407,564 3,830,676 6,238,240 15,074  6,253,314 － 6,253,314

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

   8,428 1,826 10,254 －  10,254  △10,254 －

計  2,415,992 3,832,502  6,248,495  15,074    6,263,569  △10,254 6,253,314

セグメント利益 
又は損失(△) 

   7,643  335,828 343,472 △12,083  331,388    △284,257 47,130

△284,257 1,750

△286,007
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日  至 平成24年８月31日） 

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

 (注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティング事

業、不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去額 千円、各セグメ

ントに配分していない全社費用 千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。  

   ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

カジュアルレストラングループのセグメントにおいて、株式会社SALVATORE CUOMO JAPANの株式を追加取得した

こと及び同社を吸収合併したことによるのれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当

第２四半期連結累計期間においては、 千円であります。 

  
  

報告セグメント 

その他 
（注）1 

合計 
調整額 
（注）2 

四半期連結損

益計算書計上

額 
（注）3 

ＸＥＸ 
グループ 

カジュアル

レストラン 
グループ 

計 

売上高              

外部顧客への売上高  2,643,064 4,046,026 6,689,091 5,535  6,694,627 － 6,694,627

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

   29,375 1,968 31,343 －  31,343  △31,343 －

計  2,672,439 4,047,995  6,720,435  5,535    6,725,970  △31,343 6,694,627

セグメント利益 
又は損失(△) 

   186,020  354,715 540,736 △3,181  537,554    △336,279 201,274

△336,279 1,916

△338,196

342,619
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