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1. 平成24年２月期第２四半期の業績（平成23年３月１日～平成23年８月31日）

 (1) 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 ％

24年２月期第２四半期 2,873 △13.0 △251 ― △262 ― △340 ―

23年２月期第２四半期 3,301 △1.5 △75 ― △88 ― △92 ―

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

24年２月期第２四半期 △13.27 ―

23年２月期第２四半期 △3.61 ―

 (2) 財政状態

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

24年２月期第２四半期 12,687 9,087 71.6 353.69

23年２月期 12,890 9,500 73.7 369.75

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 9,087百万円 23年２月期 9,500百万円

2. 配当の状況

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

23年２月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

24年２月期 ― 0.00

24年２月期(予想) ― 0.00 0.00

3. 平成24年２月期の業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日）

(％表示は、対前期増減率)

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 6,600 △5.6 △100 ― △120 ― △200 ― △7.78



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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）２ページ「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」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 24年２月期２Ｑ 25,728,716株 23年２月期 25,728,716株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 35,559株 23年２月期 35,283株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 25,693,284株 23年２月期２Ｑ 25,694,672株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災とそれに続く原子力発電所事故により、

それまでの経済環境が一変し、企業の生産活動の低迷や消費マインドの低下に加え、円高や原油高の進

行もあり、大変厳しい状況で推移いたしました。 

こうした状況のもとで、当社は、創業50周年を迎えるにあたり、お得感のある期間限定の宴会メニュ

ーを季節ごとに設定し、また、店舗毎にお客様のニーズに合わせた特別メニューを設定するなど宴会売

上の確保に努めてまいりました。さらに、引き続き、県人会、同窓会、趣味の会など景気に左右されに

くい個人宴会の獲得にも力を注いでまいりました。 

次に、「ＬＵＣＩＳ（ルーキス）」「Coeur et Coeur（クーレクール）」「LA VIE CLAIR（ラヴィ 

クレール）」などの婚礼や婚礼二次会の集客増を目指し、販促を強化いたしました。 

そして、平成23年４月、東京都港区高輪所在の“シナガワ グース”４階に「高輪店」を開店し、店

舗網の拡充を図りました。 

しかしながら、震災直後から宴会・婚礼のキャンセルが相次ぐと共に、企業活動の低迷や消費活動の

自粛ムードの広がりにより、当社の業績は大きく影響されました。震災によるキャンセルや延期のお客

様へのフォローを精力的に行うなど地道な努力により、夏以降、客足は戻りつつありますが、落ち込み

をカバーするまでには至りませんでした。 

なお、「ルーキスガーデン大丸心斎橋店」は平成23年４月に閉鎖いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、前年同四半期比13.0％減の28億7,363万円、営業損

失は２億5,151万円（前年同四半期は営業損失7,575万円）、経常損失は２億6,290万円（前年同四半期

は経常損失8,891万円）、四半期純損失は３億4,088万円（前年同四半期は四半期純損失9,286万円）と

なりました。 

  

（資産・負債及び純資産の状況） 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前年度末に比べ２億304万円減少いたしました。 

これは主に、現金及び預金が借入金の新規実施により増加したものの、四半期純損失の計上及び配当

金の支払等により6,871万円減少した結果、流動資産は前年度末に比べ7,676万円減少となり、固定資産

は有形固定資産の償却及び差入保証金の返還等により１億2,627万円減少したことなどによります。 

負債は、前年度末に比べ２億970万円増加いたしました。 

これは主に、借入金の新規実行による２億8,735万円の増加、資産除去債務を4,020万円計上したこと

などによります。 

純資産は、前年度末に比べ４億1,274万円減少いたしました。 

これは主に、四半期純損失３億4,088万円の計上、配当金5,138万円の支払、その他有価証券評価差額

金が2,044万円減少したことなどによります。 

  

通期の業績予想については、平成23年10月13日公表の「平成24年２月期第２四半期前年同期実績との

差異及び通期業績予想並びに配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分する方法としております。 

  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環

境等に著しい変化が認められないことから、前事業年度において使用した将来の業績予測等を利用す

る方法によっております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年3月31日）を適用しております。 

これにより、税引前四半期純損失が40,200千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は40,200千円であります。 

  

２．表示方法の変更 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年８月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 589,984 658,699

売掛金 221,904 220,919

商品及び製品 6,438 9,616

原材料及び貯蔵品 61,967 58,027

その他 99,342 109,138

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 979,337 1,056,101

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,592,110 1,658,577

土地 7,897,327 7,897,327

その他（純額） 291,302 307,524

有形固定資産合計 9,780,740 9,863,429

無形固定資産 34,144 41,597

投資その他の資産

差入保証金 1,707,566 1,717,399

投資有価証券 71,221 103,084

その他 114,846 109,283

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,893,034 1,929,168

固定資産合計 11,707,919 11,834,195

資産合計 12,687,256 12,890,296

負債の部

流動負債

買掛金 97,827 154,421

短期借入金 1,365,025 1,162,300

リース債務 11,735 16,072

未払法人税等 23,865 38,415

賞与引当金 64,000 71,900

その他 324,999 357,344

流動負債合計 1,887,453 1,800,453

固定負債

長期借入金 521,500 436,875

リース債務 40,894 46,529

繰延税金負債 － 11,421

再評価に係る繰延税金負債 400,622 400,622

退職給付引当金 481,435 464,422

資産除去債務 40,200 －

長期未払金 152,818 154,893

その他 75,000 75,000

固定負債合計 1,712,469 1,589,764

負債合計 3,599,923 3,390,217
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年８月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,572,092 2,572,092

資本剰余金 6,561,688 6,561,688

利益剰余金 771,409 1,163,679

自己株式 △8,384 △8,348

株主資本合計 9,896,806 10,289,111

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,730 16,710

土地再評価差額金 △805,742 △805,742

評価・換算差額等合計 △809,473 △789,032

純資産合計 9,087,332 9,500,079

負債純資産合計 12,687,256 12,890,296
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 3,301,209 2,873,639

売上原価 1,562,652 1,415,030

売上総利益 1,738,556 1,458,608

販売費及び一般管理費 1,814,307 1,710,119

営業損失（△） △75,750 △251,511

営業外収益

受取利息 109 52

受取配当金 6,359 3,621

未回収商品券受入益 807 726

その他 3,981 3,217

営業外収益合計 11,257 7,617

営業外費用

支払利息 23,200 18,150

その他 1,221 861

営業外費用合計 24,422 19,012

経常損失（△） △88,915 △262,906

特別利益

投資有価証券売却益 3,698 －

特別利益合計 3,698 －

特別損失

固定資産除却損 131 952

店舗閉鎖損失 775 176

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,200

災害による損失 － 29,429

特別損失合計 906 70,759

税引前四半期純損失（△） △86,123 △333,665

法人税、住民税及び事業税 6,740 7,217

法人税等調整額 － －

法人税等合計 6,740 7,217

四半期純損失（△） △92,863 △340,883
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期会計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 1,466,208 1,458,947

売上原価 732,970 718,984

売上総利益 733,237 739,962

販売費及び一般管理費 897,225 872,734

営業損失（△） △163,987 △132,771

営業外収益

受取利息 109 52

受取配当金 6,359 3,621

未回収商品券受入益 276 244

その他 1,583 459

営業外収益合計 8,327 4,377

営業外費用

支払利息 11,162 9,129

その他 408 408

営業外費用合計 11,570 9,537

経常損失（△） △167,230 △137,932

特別損失

固定資産除却損 108 312

店舗閉鎖損失 － △239

災害による損失 － 6,590

特別損失合計 108 6,663

税引前四半期純損失（△） △167,338 △144,595

法人税、住民税及び事業税 4,591 4,502

法人税等調整額 － －

法人税等合計 4,591 4,502

四半期純損失（△） △171,929 △149,098
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △86,123 △333,665

減価償却費 159,700 127,650

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,852 △7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,933 17,012

受取利息及び受取配当金 △6,468 △3,673

支払利息 23,200 18,150

固定資産除却損 － 155

投資有価証券売却損益（△は益） △3,698 －

売上債権の増減額（△は増加） 34,424 △984

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,677 △762

仕入債務の増減額（△は減少） △51,250 △56,593

未払金の増減額（△は減少） △49,740 △16,995

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,200

災害損失 － 2,348

その他 △33,397 △7,595

小計 △13,950 △222,653

利息及び配当金の受取額 6,468 3,673

利息の支払額 △22,320 △19,217

法人税等の支払額 △20,614 △17,143

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,417 △255,339

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 △48,668 △36,300

投資有価証券の売却による収入 6,827 －

差入保証金の差入による支出 － △582

差入保証金の回収による収入 356,217 10,414

その他 △7,110 △10,010

投資活動によるキャッシュ・フロー 307,266 △36,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △13,738 △12,978

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 210,000

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △215,300 △172,650

自己株式の取得による支出 △197 △35

配当金の支払額 △477 △51,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △329,713 223,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,864 △68,715

現金及び現金同等物の期首残高 580,765 658,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 507,901 589,984
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該当事項はありません。 

  

当社は、料理・飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食店のほか付随的に外販・不動産賃貸等を

営んでおりますが、飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、記載

を省略しております。 

  

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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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