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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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 ％

22年2月期第3四半期 28,530 ― 1,569 ― 1,633 ― 608 ―

21年2月期第3四半期 30,107 3.5 1,703 71.6 1,788 65.1 618 169.7

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

22年2月期第3四半期 39.35 ―

21年2月期第3四半期 35.97 ―

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

22年2月期第3四半期 12,977 4,285 33.0 279.94
21年2月期 13,792 5,000 36.2 294.76

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  4,287百万円 21年2月期  4,997百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

20.00 20.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 37,500 △6.4 1,800 △17.6 1,900 △16.6 700 △8.3 45.41
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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) 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  無  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記数値予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる数値、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後の様々 
  な要因によって上記予想と異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計 
  基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 15,314,832株 21年2月期  17,192,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  ―株 21年2月期  236,220株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 15,452,765株 21年2月期第3四半期 17,191,269株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種経済対策の効果により、一部で持ち直しの動きが見られる

ものの、企業収益の大幅な減少や、雇用や所得情勢の低迷、さらにデフレの進行により、依然として厳しい環境で推

移いたしました。 

 当外食産業におきましても、消費者の内食傾向の高まりによる外食支出の減少や、外食産業間での低価格化競争の

激化により、厳しい経営環境が続いております。 

 こうした環境の中、当社グループは引き続き既存店舗のオペレーションの効率化に注力するとともに、成功確度の

高い立地への出店や、業態変更を積極的に行うことで、レストラン部門16店舗、フードコート部門17店舗、合計33店

舗の新規出店を行いました。一方で、収益構造の改善を図るべく、18店舗の業態変更及び９店舗の撤退を実施し、特

別損失474百万円を計上いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百

万円、四半期純利益 百万円となりました。 

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第３四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815百万円減少し、 百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金 百万円の減少、減価償却等による固定資産 百万円の減少があったことによるも

のです。負債についても、法人税等の支払に伴う未払法人税等 百万円の減少等があったことにより 百万円と

なっており、結果、純資産は 百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における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 百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが 百万円の資金減、財務活動によるキャッシ

ュ・フローが 百万円の資金減となりました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は 百万円とな

りました。 

 当第３四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３四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は 百万円となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円を計上した一方で、法人税等の支払額 百万円が

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３四半期連結累計期間における投資活動によって使用した資金は 百万円となりました。これは主に、固定

資産の取得による支出 百万円及び差入保証金の差入による支出 百万円があった一方で、差入保証金の回収によ

る収入 百万円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３四半期連結累計期間における財務活動によって使用した資金は 百万円となりました。これは主に、長期

借入れによる収入 百万円があった一方で、自己株式の取得による支出 百万円及び長期借入金の返済による

支出 百万円があったことによるものであります。 

  

 当期の見通しといたしまして、当社グループはマルチブランド・マルチロケーション戦略で培ってきた経験・ノウ

ハウを活かし、出店立地を厳選して絞り込んだ出店をしつつ、既存店のオペレーション強化に注力することにより、

成長を図ってまいります。  

 しかしながら、平成22年２月期の通期業績予想につきましては、食材価格の低減や、販管費の各項目においてコス

トコントロールを積極的に取り組んでいるものの、個人消費の低迷が続く厳しい経営環境を勘案し、平成21年10月14

日に公表いたしました通期業績予想を修正いたしております。 

 詳細につきましては、平成22年1月13日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

28,530 1,569 1,633

608

２．連結財政状態に関する定性的情報

12,977

151 586

625 8,691

4,285

1,257 691

717 886

1,257

1,158 1,015 1,175

691

656 159

122

717

1,500 1,081

1,381

３．連結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。  

 なお、平成21年12月15日開催の取締役会において、当社が100％の出資を行い、外食店舗の運営を目的とする

子会社「株式会社クリエイト・レストランツ・ジャパン（仮称）」を設立することについて決議しており、設立

日は、平成22年１月15日を予定しております。  

   

①簡便な会計処理 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度 

末以降に経営環境等、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ため、前連結会計年度に

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。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

    なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、当社の四半期連結

財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以

下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表については、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

②たな卸資産に関する評価基準の変更 

  第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、評価基準について先入先出法による原価法から先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）に変更しております。 

    この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。  

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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
  

(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 886,974 1,038,443

売掛金 1,855,598 1,871,633

原材料 153,141 188,036

その他 374,679 401,234

流動資産合計 3,270,393 3,499,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,652,753 7,290,845

その他（純額） 198,516 94,872

有形固定資産合計 6,851,269 7,385,718

無形固定資産   

のれん 121,895 154,044

その他 49,999 51,562

無形固定資産合計 171,895 205,606

投資その他の資産   

差入保証金 2,156,916 2,147,108

その他 526,858 555,154

投資その他の資産合計 2,683,775 2,702,262

固定資産合計 9,706,940 10,293,587

資産合計 12,977,334 13,792,934
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
  

(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 797,152 790,216

短期借入金 2,244,664 1,608,664

未払法人税等 103,298 729,039

店舗閉鎖損失引当金 122,580 89,173

その他 2,067,895 2,175,313

流動負債合計 5,335,590 5,392,406

固定負債   

長期借入金 3,101,338 3,119,336

その他 254,907 280,871

固定負債合計 3,356,245 3,400,207

負債合計 8,691,836 8,792,614

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,012,212 1,012,212

資本剰余金 1,224,170 1,266,670

利益剰余金 2,050,879 2,842,817

自己株式 － △123,729

株主資本合計 4,287,262 4,997,970

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △46 －

評価・換算差額等合計 △46 －

少数株主持分 △1,718 2,349

純資産合計 4,285,497 5,000,319

負債純資産合計 12,977,334 13,792,934
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（２）四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 28,530,254

売上原価 7,617,254

売上総利益 20,912,999

販売費及び一般管理費 19,343,813

営業利益 1,569,186

営業外収益  

協賛金収入 127,369

その他 24,836

営業外収益合計 152,206

営業外費用  

支払利息 66,454

その他 21,420

営業外費用合計 87,874

経常利益 1,633,517

特別損失  

減損損失 192,708

店舗閉鎖損失 108,260

店舗閉鎖損失引当金繰入額 121,224

その他 52,652

特別損失合計 474,846

税金等調整前四半期純利益 1,158,671

法人税等 554,724

少数株主損失（△） △4,067

四半期純利益 608,014
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 8,673,301

売上原価 2,330,215

売上総利益 6,343,085

販売費及び一般管理費 6,304,866

営業利益 38,219

営業外収益  

協賛金収入 40,819

その他 7,232

営業外収益合計 48,052

営業外費用  

支払利息 21,152

その他 1,498

営業外費用合計 22,651

経常利益 63,621

特別損失  

減損損失 98,634

店舗閉鎖損失 1,602

店舗閉鎖損失引当金繰入額 39,226

その他 3,828

特別損失合計 143,291

税金等調整前四半期純損失（△） △79,670

法人税等 △4,929

少数株主損失（△） △1,363

四半期純損失（△） △73,376
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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 1,158,671

減価償却費 1,015,263

減損損失 192,708

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 33,407

支払利息 66,454

固定資産除却損 52,652

売上債権の増減額（△は増加） 16,034

その他の資産の増減額（△は増加） 84,208

仕入債務の増減額（△は減少） 6,935

その他の負債の増減額（△は減少） △147,045

その他 16,737

小計 2,496,028

利息の受取額 170

利息の支払額 △64,107

法人税等の支払額 △1,175,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257,018

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △656,975

固定資産の売却による収入 2,668

差入保証金の差入による支出 △159,589

差入保証金の回収による収入 122,628

投資活動によるキャッシュ・フロー △691,268

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） 500,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,381,998

自己株式の取得による支出 △1,081,294

配当金の支払額 △253,926

財務活動によるキャッシュ・フロー △717,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,468

現金及び現金同等物の期首残高 1,038,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 886,974
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

当社グループは飲食業として、同一セグメントに属するレストランの業態開発と運営を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外店舗がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

①自己株式の取得 

    当社は、取締役会決議に基づき、平成21年３月１日から平成21年３月31日（約定ベース）に自己株式

1,640,948株を取得し、自己株式が1,064,386千円増加しております。 

 ②自己株式の消却 

 当社は、取締役会決議に基づき、平成21年４月27日付で1,877,168株の自己株式を消却したことにより、

自己株式が1,188,115千円、資本剰余金が42,500千円、利益剰余金が1,145,615千円それぞれ減少しておりま

す。 

  上記の結果、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が1,224,170千円、利益剰余金が

千円、自己株式が零円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

2,050,879
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       30,107,081  100.0

Ⅱ 売上原価       8,319,884  27.6

売上総利益       21,787,196  72.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費       20,083,391  66.7

営業利益       1,703,804  5.7

Ⅳ 営業外収益             

１．受取利息  608           

２．協賛金収入  119,240           

３．仕入割引  20,731           

４．その他  10,476  151,057  0.5

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  62,607           

２．その他  3,980  66,587  0.2

経常利益       1,788,274  6.0

Ⅵ 特別損失                

１．固定資産除却損  8,700           

２．減損損失  384,301           

３．店舗閉鎖損  92,854           

４．店舗閉鎖損失引当金繰入
額 

 98,583  584,439  2.0

税金等調整前四半期純利
益       1,203,834  4.0

法人税、住民税及び事業
税  594,524           

法人税等調整額 －  594,524  1.9

少数株主損失       9,138  0.0

四半期純利益       618,449  2.1
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第３四半期）  

区分 金額（千円）

Ⅰ 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  1,203,834

減価償却費   1,186,837

減損損失   384,301

店舗閉鎖損失引当金の増加額   98,583

受取利息及び受取配当金 △608

支払利息   62,607

固定資産除却損   10,918

売上債権の増加額  △579,467

たな卸資産の減少額   17,786

その他資産の増加額  △92,732

仕入債務の増加額   119,150

未払金の増加額   78,884

未払費用の増加額   207,719

未払消費税等の減少額  △177,580

その他負債の増加額   175,273

小計  2,695,507

利息及び配当金の受取額   608

利息の支払額  △62,525

法人税等の支払額  △619,888

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,013,702

Ⅱ 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  △1,171,486

無形固定資産の取得による支出  △15,463

差入保証金の差入による支出  △185,097

差入保証金の回収による収入   16,382

関係会社株式の取得による支出  △38,240

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,393,904
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前年同四半期

（平成21年２月期 
第３四半期）  

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の返済による支出（純
額）  

△90,000

長期借入れによる収入   1,590,000

長期借入金の返済による支出  △1,315,334

自己株式の取得による支出  △11,188

配当金の支払額  △257,112

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,634

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  536,163

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  565,760

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,101,923
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日）  

  当社グループは飲食業として、同一セグメントに属するレストランの業態開発と運営を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外店舗がないため、該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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(１）仕入実績 

  当第３四半期連結累計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、仕入価格で記載しております。 

３．その他は、主に本社一括購入による仕入割戻であります。 

４．上記の金額には、他勘定振替高は含まれておりません。  

  

(２）販売実績 

  当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、販売価格で記載しております。 

３．その他は、主に業務受託収入であります。 

  

  

  

６．その他の情報

 事業部門別 

 当第３四半期連結累計期間 

 （自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）

 前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 仕入高（千円）  構成比（％）  仕入高（千円）  構成比（％） 

レストラン       6,409,096    83.3    9,511,220    85.0

 フードコート    1,447,802    18.8    1,902,873    17.0

 その他    △163,154    △2.1    △227,836    △2.0

 合計    7,693,744    100.0    11,186,257    100.0

 事業部門別  

 当第３四半期連結累計期間 

 （自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）

 前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 販売高（千円）  構成比（％）  販売高（千円）  構成比（％） 

レストラン       22,547,085    79.0    32,524,535    81.2

 フードコート    5,969,671    20.9    7,527,436    18.8

 その他    13,497    0.1    －    －

 合計    28,530,254    100.0    40,051,972    100.0
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