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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） 

 

(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 19,418 △2.2 1,662 8.6 1,737 10.7 782 14.8
22年2月期第2四半期 19,856 ― 1,530 ― 1,569 ― 681 ―

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 51.09 ―

22年2月期第2四半期 43.90 ―

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 12,710 4,924 38.7 321.58
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2四半期  4,924百万円 22年2月期  4,448百万円

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 ― 20.00 20.00
23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

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



(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が終了しており、平成22年10月７日付で四半
期レビュー報告書を受領しております。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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。 

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 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2Q  94株 22年2月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 15,314,789株 22年2月期2Q 15,520,982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、アジアを中心とした海外における経済回復を背景とした輸出

の増加や各種景気対策により、緩やかな景気回復基調となったものの、雇用情勢や所得水準は引き続き低迷し、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、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向が続いており、さらに同業他社の低価

格競争の激化により、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、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２四半期連結累計期間におきましては、当社グループは、原価及び人件費のコントロール強化に引き続き取

り組むとともに、厳選立地による成功確度の高い出店や、業態変更を積極的に行い、レストラン部門14店舗、フー

ドコート部門７店舗、合計21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、８店舗の業態変

更及び14店舗の撤退を実施し、特別損失 百万円を計上いたしました。  

 以上の結果、当第２四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 ％増）、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。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

 当第２四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。これは主に売掛金の増加等によるものです。負債については、未払法人税等や買掛金の増加等があった一方

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２四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 ％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 ％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157.9％増)と

なりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は 百万円(前年同期比 ％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 ％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２四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 ％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２四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 ％増)となり

ました。これは主に、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。  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

352

19,418 2.2 1,662

8.6 1,737 10.7 782

14.8

502 12,710

7,785 4,924

1,728 49.3 577

48.4 1,167

791 41.6

1,728 49.3

1,384 590 234

644

577 48.4

557 34

1,167 157.9

862 305
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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２四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月期の通期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。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 なお、子会社である株式会社クリエイト・レストランツ・ジャパンは平成22年６月１日から、株式会社クリエイ

ト・レストランツに社名を変更しております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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あたり適用した特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四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。 

  

（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 791,258 807,327

売掛金 2,458,515 1,813,693

原材料 146,407 140,685

その他 523,882 374,660

流動資産合計 3,920,064 3,136,367

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,842,787 6,234,657

その他（純額） 371,018 216,829

有形固定資産合計 6,213,805 6,451,486

無形固定資産   

のれん 89,746 111,179

その他 43,178 45,435

無形固定資産合計 132,925 156,615

投資その他の資産   

差入保証金 2,141,745 2,152,364

その他 302,282 311,680

投資その他の資産合計 2,444,028 2,464,045

固定資産合計 8,790,759 9,072,146

資産合計 12,710,823 12,208,513
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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 967,430 732,917

短期借入金 1,659,664 1,699,664

未払法人税等 610,768 388

店舗閉鎖損失引当金 212,899 139,317

その他 2,213,905 2,249,464

流動負債合計 5,664,667 4,821,751

固定負債   

長期借入金 1,860,340 2,682,672

その他 260,970 255,376

固定負債合計 2,121,310 2,938,048

負債合計 7,785,978 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 2,688,807 2,212,655

自己株式 △44 －

株主資本合計 4,925,145 4,449,038

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △300 △325

評価・換算差額等合計 △300 △325

純資産合計 4,924,845 4,448,713

負債純資産合計 12,710,823 12,208,513
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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 19,856,952 19,418,269

売上原価 5,287,038 5,201,833

売上総利益 14,569,913 14,216,435

販売費及び一般管理費 13,038,947 12,553,876

営業利益 1,530,966 1,662,559

営業外収益   

協賛金収入 86,549 77,955

その他 17,604 31,372

営業外収益合計 104,153 109,327

営業外費用   

支払利息 45,301 31,708

支払手数料 16,908 －

その他 3,013 2,493

営業外費用合計 65,223 34,201

経常利益 1,569,896 1,737,685

特別損失   

減損損失 94,074 184,693

店舗閉鎖損失 106,658 7,900

店舗閉鎖損失引当金繰入額 81,998 152,863

その他 48,824 7,265

特別損失合計 331,554 352,722

税金等調整前四半期純利益 1,238,341 1,384,963

法人税等 559,653 602,514

少数株主損失（△） △2,703 －

四半期純利益 681,391 782,448
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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 9,806,511 9,655,526

売上原価 2,594,275 2,588,651

売上総利益 7,212,235 7,066,875

販売費及び一般管理費 6,479,767 6,181,086

営業利益 732,468 885,789

営業外収益   

協賛金収入 42,632 38,626

その他 8,775 18,459

営業外収益合計 51,408 57,086

営業外費用   

支払利息 22,543 15,136

その他 1,824 1,161

営業外費用合計 24,368 16,297

経常利益 759,508 926,578

特別損失   

減損損失 9,111 130,880

店舗閉鎖損失 6,402 6,916

店舗閉鎖損失引当金繰入額 27,667 74,005

その他 24,276 4,274

特別損失合計 67,457 216,076

税金等調整前四半期純利益 692,050 710,501

法人税等 309,661 304,973

少数株主損失（△） △1,468 －

四半期純利益 383,857 405,527
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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 1,238,341 1,384,963

減価償却費 661,231 590,245

減損損失 94,074 184,693

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 9,002 73,581

支払利息 45,301 31,708

固定資産除却損 48,824 7,265

売上債権の増減額（△は増加） △539,198 △644,822

その他の資産の増減額（△は増加） 78,622 △138,280

仕入債務の増減額（△は減少） 203,012 234,513

その他の負債の増減額（△は減少） 25,808 △29,392

その他 16,745 △477

小計 1,881,765 1,693,998

利息の受取額 163 477

利息の支払額 △43,049 △31,578

法人税等の支払額 △681,076 △26,928

法人税等の還付額 － 92,936

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,157,802 1,728,905

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 △383,381 △557,627

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 △114,888 △53,880

差入保証金の回収による収入 106,652 34,359

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,949 △577,148

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） 300,000 －

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 △918,332 △862,332

自己株式の取得による支出 △1,081,294 △44

配当金の支払額 △253,155 △305,448

財務活動によるキャッシュ・フロー △452,782 △1,167,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 316,071 △16,069

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 1,354,514 791,258
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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）及び当第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。 

  

〔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）及び当第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重要な在外店舗がないため、該当事項はありません。 

  

〔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）及び当第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、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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)　平成23年２月期第２四半期決算短信

- 9 -



（１）仕入及び販売の状況 

①仕入実績 

 当第２四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２四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。 

  

  

４．補足情報

 事業部門別 

 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）

 仕入高（千円）  構成比（％）  仕入高（千円）  構成比（％） 

レストラン       4,427,390    83.1    4,412,139    83.5

 フードコート    1,014,600    19.1    976,845    18.5

 その他    △117,254    △2.2    △105,547    △2.0

 合計    5,324,736    100.0    5,283,437    100.0

 事業部門別  

 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（千円）  構成比（％）  売上高（千円）  構成比（％） 

レストラン       15,658,573    78.9    15,358,690    79.1

 フードコート    4,189,356    21.1    4,053,578    20.9

 その他    9,022    0.0    6,000    0.0

 合計    19,856,952    100.0    19,418,269    100.0
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