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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

（注）平成21年２月期第２四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成22年２月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。 

(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2四半期 8,348 2.6 334 25.3 377 26.7 209 27.5
22年2月期第2四半期 8,140 ― 447 ― 515 ― 289 ―

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 17,601.72 17,371.57
22年2月期第2四半期 24,526.32 23,974.16

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 7,747 2,488 32.1 205,896.72
22年2月期 8,794 2,332 26.5 196,307.61

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  2,488百万円 22年2月期  2,332百万円

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 ― 5,000.00 5,000.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 5,000.00 5,000.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 17,575 4.8 745 35.8 819 39.4 407 41.2 33,943.27



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点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
様々な要因により予想と異なる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は【添付資料】P.3「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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2Q 12,108株 22年2月期  11,906株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  22株 22年2月期  22株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 11,926株 22年2月期2Q 11,810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（平成22年３月１日～平成22年８月31日）におけるわが国の経済は、新興国を中心と

した海外経済の改善や、各種政策効果などを背景に着実に持ち直してきておりますが、雇用情勢は依然として厳し

い状況におかれ、消費者物価は緩やかな下落が続いております。先行きについても、景気の自律回復が期待される

ものの、海外景気の下振れ懸念や為替相場の動向、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが存在し、依然と

して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は、消費者の節約志向が依然強く、低価格化による顧客獲得指向が更なる高まりを見せる

など、企業間競争が一層激しさを増し、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。しかしながら、消費者の低価格・節約志向による単価の低迷や低価格業態

との競合、また今夏の記録的猛暑による宴会需要の減少等による影響で既存店の売上高確保に苦戦し、第２四半期

連結累計期間業績は当初の予想を下回る結果となりました。 

 出店状況につきましては、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５店舗の出店を行い

95店舗となりました。またブランドの陳腐化に対応すべく当社単体において２店舗、株式会社サンプールにおいて

２店舗の業態変更を行いました。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」や青森地鶏

居酒屋「新橋シャモロック酒場」を中心に、新規出店を10店舗実施し、グループ店舗数は15店舗増加いたしまし

た。平成22年８月31日現在の当社グループの店舗数は156店舗となっております。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、8,348百万円（前年同四半期比2.6％増）、営業利益は334

百万円（前年同四半期比25.3％減）、経常利益377百万円（前年同四半期比26.7％減）、四半期純利益209百万円

（前年同四半期比27.5％減）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、負債及び純資産の状況  

  当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,046百万円減少し、7,747百万

円となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,410百万円減少し、1,747百万円となりまし

た。主要な要因としましては、現金及び預金残高が前連結会計年度末に比べ1,305百万円減少したこと等によるも

のであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ363百万円増加し、6,000百万円となりました。

主要な要因としましては、新規出店の投資に伴い有形固定資産が、前連結会計年度末に比べ66百万円、投資その他

の資産が317百万円それぞれ増加したこと等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1,202百万円減少し、5,259百万円となりました。流動負債につき

ましては、前連結会計年度末に比べ762百万円減少し、2,774百万円となりました。これは未払法人税等が399百万

円減少したことを主要な要因としております。固定負債につきましては、439百万円減少し、2,484百万円となりま

した。これは、借入金の返済により長期借入金が416百万円減少したことを主要な要因としております。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ155百万円増加し、2,488百万円となりました。これは、四半期純利益209百

万円を計上したこと、配当金59百万円を実施したことを主要な要因としております。  

(2) キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期連結会計期間末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、967百万

円(前連結会計年度末比1,367百万円減少)となりました。それぞれの活動におけるキャッシュ・フローは、営業活

動によるキャッシュ・フローが497百万円の資金減、投資活動によるキャッシュ・フローが536百万円の資金減、財

務活動によるキャッシュ・フローが332百万円の資金減となりました。 

  当第２四半期連結累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。 

  （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いて営業活動の結果使用した資金は497百万円(前年同四半期は370百万円の獲得)

となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益を377百万円計上したほか、減価償却費を249百万円計

上しましたが、法人税等の支払額が537百万円であったことに加え仕入債務の減少額が302百万円であったこと等に

よるものであります。なお、仕入債務の減少は、主として前連結会計年度末休日の影響によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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  （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いて投資活動の結果使用した資金は536百万円(前年同四半期は508百万円の使用)

なりました。これは、主として新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出142百万円及び差入保証金の差入に

よる支出329百万円がそれぞれ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） 

   当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は332百万円(前年同四半期は６百万円の獲得)

となりました。これは、主として短期借入金の純増額235百万円、長期借入金の返済による支出510百万円、配当金

の支払い58百万円がそれぞれあったこと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22年４月13日に公表しました通期の業績予想を修正いたしました。 

  詳細につきましては、本日公表の「平成23年２月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」 

  をご参照ください。 

  （注）上記の業績予想は、この資料の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、実 

    際の業績は今後の様々な要因により、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  

   該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１.  固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

  によっております。 

２． 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、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化が生じてお

  らず、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場合に、前連結会計年度末の検討にお

  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。 

３． 経過勘定項目の算定方法 

      一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっており 

     ます。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  

   該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 954,633 2,259,804

売掛金 206,961 213,914

原材料 71,718 65,071

その他 515,554 620,595

貸倒引当金 △1,270 △1,404

流動資産合計 1,747,598 3,157,982

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,446,483 3,338,997

減価償却累計額 △1,250,995 △1,074,357

減損損失累計額 △99,588 △99,588

建物（純額） 2,095,899 2,165,051

工具、器具及び備品 628,062 553,782

減価償却累計額 △413,894 △374,397

減損損失累計額 △13,025 △13,025

工具、器具及び備品（純額） 201,142 166,358

土地 64,182 64,182

リース資産 303,539 195,776

減価償却累計額 △49,998 △23,968

減損損失累計額 △3,318 △3,318

リース資産（純額） 250,222 168,489

建設仮勘定 31,376 12,165

有形固定資産合計 2,642,823 2,576,248

無形固定資産   

のれん 136,835 159,641

その他 27,066 24,506

無形固定資産合計 163,901 184,147

投資その他の資産   

差入保証金 2,858,862 2,590,196

その他 334,421 285,585

投資その他の資産合計 3,193,283 2,875,782

固定資産合計 6,000,008 5,636,177

資産合計 7,747,606 8,794,160
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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   

買掛金 364,706 667,446

短期借入金 255,800 20,000

1年内返済予定の長期借入金 935,990 980,140

未払法人税等 150,111 549,519

引当金 41,746 43,449

その他 1,025,859 1,276,628

流動負債合計 2,774,213 3,537,183

固定負債   

長期借入金 1,689,102 2,105,832

リース債務 199,987 139,641

負ののれん 419,001 479,878

その他 176,835 198,705

固定負債合計 2,484,926 2,924,056

負債合計 5,259,139 6,461,240

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,615 499,090

資本剰余金 491,615 489,090

利益剰余金 1,497,651 1,347,152

自己株式 △2,413 △2,413

株主資本合計 2,488,467 2,332,919

純資産合計 2,488,467 2,332,919

負債純資産合計 7,747,606 8,794,160
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（２）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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 8,140,703 8,348,363

売上原価 2,080,698 2,161,368

売上総利益 6,060,005 6,186,995

販売費及び一般管理費 5,612,904 5,852,963

営業利益 447,101 334,031

営業外収益   

協賛金収入 36,523 10,000

負ののれん償却額 58,346 60,877

その他 22,032 7,904

営業外収益合計 116,903 78,782

営業外費用   

支払利息 33,970 34,328

その他 14,882 914

営業外費用合計 48,853 35,242

経常利益 515,151 377,571

特別損失   

固定資産売却損 － 108

固定資産除却損 1,585 －

原状回復費 690 －

特別損失合計 2,276 108

税金等調整前四半期純利益 512,875 377,463

法人税、住民税及び事業税 238,554 138,296

法人税等調整額 △15,335 29,248

法人税等合計 223,219 167,545

四半期純利益 289,655 209,918
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（第２四半期連結会計期間） 

（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) 

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

売上高 4,043,381 4,124,567

売上原価 1,039,369 1,068,943

売上総利益 3,004,011 3,055,624

販売費及び一般管理費 2,794,428 2,943,143

営業利益 209,583 112,481

営業外収益   

協賛金収入 32,522 3,750

負ののれん償却額 29,331 30,438

その他 5,479 4,317

営業外収益合計 67,333 38,506

営業外費用   

支払利息 17,256 17,059

その他 2,194 388

営業外費用合計 19,450 17,447

経常利益 257,466 133,540

特別損失   

固定資産売却損 － 108

固定資産除却損 1,459 －

原状回復費 690 －

特別損失合計 2,149 108

税金等調整前四半期純利益 255,317 133,431

法人税、住民税及び事業税 108,598 46,816

法人税等調整額 △4,995 14,240

法人税等合計 103,603 61,057

四半期純利益 151,713 72,374
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 512,875 377,463

減価償却費 269,428 249,076

のれん償却額 22,805 22,806

負ののれん償却額 △58,346 △60,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,671 △134

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,365 1,496

支払利息 33,970 34,328

為替差損益（△は益） △12,987 －

売上債権の増減額（△は増加） 15,288 6,953

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,972 △6,647

仕入債務の増減額（△は減少） △153,257 △302,739

その他 △14,578 △246,479

小計 638,208 75,246

利息及び配当金の受取額 221 410

利息の支払額 △37,516 △36,228

法人税等の支払額 △230,799 △537,359

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,114 △497,931

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △92,500 △53,515

有形固定資産の取得による支出 △197,216 △142,967

無形固定資産の取得による支出 △3,002 △7,976

子会社株式の取得による支出 － △15,000

営業譲受による支出 △83,630 －

差入保証金の差入による支出 △116,816 △329,646

長期前払費用の取得による支出 △37,922 △41,129

その他 22,161 53,531

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,926 △536,703

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） 33,998 235,800

長期借入れによる収入 440,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △463,770 △510,880

株式の発行による収入 10,300 5,050

配当金の支払額 － △58,739

その他 △13,972 △54,230

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,555 △332,999

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,987 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,268 △1,367,635

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四半期末残高 1,613,626 967,290
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   該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

   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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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）  

  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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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在外支店がないため、記載しておりません。 

〔海外売上高〕  

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）  

  海外売上高がないため、記載しておりません。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

  海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

  

  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）セグメント情報

（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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