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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 9,762 △2.9 776 △2.7 811 0.1 376 26.7
22年2月期第1四半期 10,050 ― 798 ― 810 ― 297 ―

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1四半期 24.61 ―

22年2月期第1四半期 18.92 ―

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1四半期 12,290 4,519 36.8 295.11
22年2月期 12,208 4,448 36.4 290.48

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  4,519百万円 22年2月期  4,448百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間

19,470 △1.9 1,430 △6.6 1,480 △5.7 680 △0.2 44.41

通期 37,000 △1.9 1,800 △12.3 1,900 △11.3 820 6.5 53.55

- 1 -



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  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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．平成22年６月１日より、商号を株式会社クリエイト・レストランツから株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに変更しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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月期第1四半期 15,314,832株 22年2月期  15,314,832株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 15,314,832株 22年2月期第1四半期 15,727,132株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外における経済の回復や各種経済対策の効果により、ゆ

るやかな持ち直しの動きがみられたものの、雇用や所得情勢は引き続き低迷し、依然として厳しい状況で推移いた

しました。 

 外食産業におきましては、景気悪化の影響を受けた生活防衛意識の高まりにより、消費マインドは依然として低

く、さらに同業他社による低価格競争の激化等、非常に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、経営機能及びコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、事業再編に

おける柔軟性、機動性を確保し、グループ全体の企業価値の拡大を目指すべく、平成22年３月１日より事業持株会

社体制に移行いたしました。なお、当社は平成22年６月１日より、商号を株式会社クリエイト・レストランツから

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに変更しております。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、当社グループは既存店舗のオペレーションの効率化に注力すると共

に、出店立地を厳選し、成功確度の高い出店をすることにより、レストラン部門10店舗、フードコート部門３店

舗、合計13店舗の新規出店を行いました。 

 また、原価及び人件費のコントロール強化に引き続き取り組むと共に、積極的な業態変更を実施することで、事

業効率の改善を図ってまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万

円（前年同期比 ％減）、経常利益 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 百万円（前年同期比

％増）となりました。 

  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 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 百万円増加し、 百万円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による増加等によるものです。負債については、未払法人税等や短期借入金の

増加があった一方で、長期借入金の減少等により 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１四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(前年同期比231.2％増)、投資活動によるキャッシュ・フローが 百万円の資金減

（前年同期比289.6％増）、財務活動によるキャッシュ・フローが 百万円の資金減(前年同期比205.5％増)となり

ました。その結果、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は 百万円(前年同期比29.7％減)となりました。 

 当第１四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１四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(前年同期比231.2％増)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、仕入債務の増加 百万円を計上

した一方で、売上債権の増加 百万円及び法人税等の支払額 百万円等があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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(前年同期比289.6％増)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１四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(前年同期比205.5％増)となりま

した。これは主に、短期借入れによる純増額 百万円があった一方で、長期借入金の返済 百万円及び配当金の

支払による支出 百万円があったことによるものであります。  

  

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

9,762 2.9 776

2.7 811 0.1 376 26.7

２．連結財政状態に関する定性的情報

82 12,290

7,771 4,519

843 437

497

715

843

674 293 123

178 26

437

467 32

497

200 443

254
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 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。 

 当第１四半期連結累計期間の業績は概ね順調に推移しており、原価及び人件費のコントロール強化や積極的な業

態変更による事業効率の改善等により、平成23年２月期の第２四半期連結累計期間ならびに通期の業績予想につき

ましては、平成22年４月14日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

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１四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り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。  

  

 該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末
  

(平成22年５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 715,643 807,327

売掛金 1,992,098 1,813,693

原材料 150,609 140,685

その他 274,304 374,660

流動資産合計 3,132,656 3,136,367

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,181,363 6,234,657

その他（純額） 375,623 216,829

有形固定資産合計 6,556,987 6,451,486

無形固定資産   

のれん 100,463 111,179

その他 46,661 45,435

無形固定資産合計 147,124 156,615

投資その他の資産   

差入保証金 2,141,319 2,152,364

その他 312,432 311,680

投資その他の資産合計 2,453,751 2,464,045

固定資産合計 9,157,863 9,072,146

資産合計 12,290,519 12,208,513
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
  

(平成22年５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 856,100 732,917

短期借入金 1,874,664 1,699,664

未払法人税等 209,143 388

店舗閉鎖損失引当金 190,546 139,317

その他 2,094,872 2,249,464

流動負債合計 5,225,327 4,821,751

固定負債   

長期借入金 2,264,006 2,682,672

その他 281,700 255,376

固定負債合計 2,545,706 2,938,048

負債合計 7,771,033 7,759,800

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 1,224,170

利益剰余金 2,283,280 2,212,655

株主資本合計 4,519,662 4,449,038

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △176 △325

評価・換算差額等合計 △176 △325

純資産合計 4,519,486 4,448,713

負債純資産合計 12,290,519 12,208,513
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（２）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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 10,050,440 9,762,742

売上原価 2,692,762 2,613,182

売上総利益 7,357,677 7,149,560

販売費及び一般管理費 6,559,179 6,372,790

営業利益 798,498 776,770

営業外収益   

協賛金収入 43,916 39,328

その他 8,828 12,912

営業外収益合計 52,745 52,241

営業外費用   

支払利息 22,758 16,571

支払手数料 16,908 －

その他 1,188 1,331

営業外費用合計 40,855 17,903

経常利益 810,388 811,107

特別損失   

減損損失 84,962 53,812

店舗閉鎖損失 100,256 983

店舗閉鎖損失引当金繰入額 54,330 78,857

その他 24,547 2,991

特別損失合計 264,097 136,645

税金等調整前四半期純利益 546,290 674,462

法人税等 249,992 297,541

少数株主損失（△） △1,235 －

四半期純利益 297,534 376,920
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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 546,290 674,462

減価償却費 326,018 293,259

減損損失 84,962 53,812

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,640 51,229

支払利息 22,758 16,571

固定資産除却損 24,547 2,991

売上債権の増減額（△は増加） △345,515 △178,405

その他の資産の増減額（△は増加） 62,974 59,315

仕入債務の増減額（△は減少） 96,161 123,183

その他の負債の増減額（△は減少） 103,820 △209,120

その他 16,883 △7

小計 955,541 887,292

利息の受取額 25 7

利息の支払額 △20,154 △16,791

法人税等の支払額 △680,734 △26,928

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,678 843,579

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 △143,554 △467,207

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 △65,000 △3,000

差入保証金の回収による収入 93,644 32,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,241 △437,348

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） 100,000 200,000

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 △454,666 △443,666

自己株式の取得による支出 △1,081,294 －

配当金の支払額 △227,040 △254,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,001 △497,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,564 △91,684

現金及び現金同等物の期首残高 1,038,443 807,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,017,878 715,643
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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店舗がないため、該当事項はありません。  

   

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

 海外売上がないため、該当事項はありません。  

   

 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

〔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
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(１）仕入実績 

  当第１四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１四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 

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日）

 仕入高（千円）  構成比（％）  仕入高（千円）  構成比（％） 

レストラン       2,247,992    83.6    2,227,202    83.7

 フードコート    502,352    18.7    484,708    18.2

 その他    △60,992    △2.3    △50,342    △1.9

 合計    2,689,353    100.0    2,661,568    100.0

 事業部門別  

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日）

 売上高（千円）  構成比（％）  売上高（千円）  構成比（％） 

レストラン       7,959,523    79.2    7,753,122    79.4

 フードコート    2,084,437    20.7    2,006,619    20.6

 その他    6,479    0.1    3,000    0.0

 合計    10,050,440    100.0    9,762,742    100.0
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