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

23年2月期第3四半期 28,094 △1.5 1,889 20.4 1,999 22.4 862 41.8
22年2月期第3四半期 28,530 ― 1,569 ― 1,633 ― 608 ―

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3四半期 56.30 ―

22年2月期第3四半期 39.35 ―

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3四半期 12,293 5,005 40.7 326.82
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3四半期  5,005百万円 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  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 37,000 △1.9 2,400 16.9 2,500 16.7 1,000 29.9 65.30



(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23年１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3Q 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3Q  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3Q 15,314,772株 22年2月期3Q 15,452,765株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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の回復や各種景気対策

により、緩やかに回復しつつありましたが、改善の動きに一服感が見られました。個人消費においては、一部で持

ち直したものの、雇用不安や所得水準の低迷等により、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。 

 当第３四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、サービスや料理の質を向上させる施策を積極的に行ってまいりました。また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20店舗、フードコート部門９店舗、合計29店舗の新

規出店を行いました。  

 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（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 百万円増加し、 百万円となりまし

た。これは主に未収消費税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(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 ％増)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(前年同期比 ％減)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(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 百万円を計上した一方で、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(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 百万円等が

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(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 百万円等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

28,094 1.5 1,889

20.4 1,999 22.4 862

41.8

85 12,293

7,288 5,005

2,438 94.0 798

15.6 1,586 121.3

859 3.1

2,438 94.0

1,568 888

143

798 15.6

689 71

1,586 121.3

1,280 305
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年2月期の通期業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、売上高は平成22年4

月14日に公表いたしました業績予想から変更はございませんが、営業利益、経常利益、及び当期純利益につきまし

ては、販管費の各項目におけるコストコントロールが好調に機能している結果、予想を上回る見込みであり、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23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。 

   

  

（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。  

  

（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３四半期連結会計期間末
  

(平成22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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,824 807,327

売掛金 1,888,415 1,813,693

原材料 156,947 140,685

その他 650,160 374,660

流動資産合計 3,555,347 3,136,367

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,677,043 6,234,657

その他（純額） 399,133 216,829

有形固定資産合計 6,076,177 6,451,486

無形固定資産   

のれん 79,030 111,179

その他 43,647 45,435

無形固定資産合計 122,678 156,615

投資その他の資産   

差入保証金 2,137,815 2,152,364

その他 401,843 311,680

投資その他の資産合計 2,539,659 2,464,045

固定資産合計 8,738,514 9,072,146

資産合計 12,293,862 12,208,513
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
  

(平成22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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 816,894 732,917

短期借入金 1,603,744 1,699,664

未払法人税等 591,674 388

店舗閉鎖損失引当金 196,756 139,317

その他 2,352,175 2,249,464

流動負債合計 5,561,245 4,821,751

固定負債   

長期借入金 1,497,594 2,682,672

その他 229,931 255,376

固定負債合計 1,727,525 2,938,048

負債合計 7,288,770 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 2,768,580 2,212,655

自己株式 △44 －

株主資本合計 5,004,918 4,449,038

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 173 △325

評価・換算差額等合計 173 △325

純資産合計 5,005,091 4,448,713

負債純資産合計 12,293,862 12,208,513
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 28,530,254 28,094,851

売上原価 7,617,254 7,558,445

売上総利益 20,912,999 20,536,405

販売費及び一般管理費 19,343,813 18,646,570

営業利益 1,569,186 1,889,835

営業外収益   

協賛金収入 127,369 115,910

その他 24,836 41,129

営業外収益合計 152,206 157,040

営業外費用   

支払利息 66,454 44,257

その他 21,420 3,601

営業外費用合計 87,874 47,858

経常利益 1,633,517 1,999,017

特別損失   

減損損失 192,708 226,776

店舗閉鎖損失 108,260 20,278

店舗閉鎖損失引当金繰入額 121,224 173,392

その他 52,652 10,457

特別損失合計 474,846 430,905

税金等調整前四半期純利益 1,158,671 1,568,111

法人税等 554,724 705,890

少数株主損失（△） △4,067 －

四半期純利益 608,014 862,220
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 8,673,301 8,676,582

売上原価 2,330,215 2,356,612

売上総利益 6,343,085 6,319,969

販売費及び一般管理費 6,304,866 6,092,693

営業利益 38,219 227,276

営業外収益   

協賛金収入 40,819 37,955

その他 7,232 9,757

営業外収益合計 48,052 47,712

営業外費用   

支払利息 21,152 12,549

その他 1,498 1,107

営業外費用合計 22,651 13,657

経常利益 63,621 261,331

特別損失   

減損損失 98,634 42,082

店舗閉鎖損失 1,602 12,378

店舗閉鎖損失引当金繰入額 39,226 20,529

その他 3,828 3,192

特別損失合計 143,291 78,182

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（△）

△79,670 183,148

法人税等 △4,929 103,376

少数株主損失（△） △1,363 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △73,376 79,772
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 1,568,111

減価償却費 1,015,263 888,080

減損損失 192,708 226,776

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 33,407 57,439

支払利息 66,454 44,257

固定資産除却損 52,652 10,457

売上債権の増減額（△は増加） 16,034 △74,721

その他の資産の増減額（△は増加） 84,208 △293,211

仕入債務の増減額（△は減少） 6,935 83,977

その他の負債の増減額（△は減少） △147,045 21,446

その他 16,737 △148

小計 2,496,028 2,532,466

利息の受取額 170 148

利息の支払額 △64,107 △43,838

法人税等の支払額 △1,175,073 △143,481

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 1,257,018 2,438,231

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 △689,746

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 △72,980

差入保証金の回収による収入 122,628 71,860

関係会社株式の取得による支出 － △108,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △691,268 △798,866

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 △1,280,998

自己株式の取得による支出 △1,081,294 △44

配当金の支払額 △253,926 △305,825

財務活動によるキャッシュ・フロー △717,219 △1,586,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,468 52,496

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 886,974 859,824
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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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22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。 

  

〔海外売上高〕 

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22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。 

  

 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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（１）仕入及び販売の状況 

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。 

  

  

４．補足情報

 事業部門別 

 前第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） 

 当第３四半期連結累計期間 

 （自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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    6,421,231    83.6

 フードコート    1,447,802    18.8    1,408,901    18.3

 その他    △163,154    △2.1    △143,873    △1.9

 合計    7,693,744    100.0    7,686,258    100.0

 事業部門別  

 前第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） 

 当第３四半期連結累計期間 

 （自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日）

 売上高（千円）  構成比（％）  売上高（千円）  構成比（％） 

レストラン       22,547,085    79.0    22,255,429    79.2

 フードコート    5,969,671    20.9    5,829,035    20.8

 その他    13,497    0.1    10,387    0.0

 合計    28,530,254    100.0    28,094,851    100.0
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