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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

23年2月期第2四半期 3,301 △1.5 △75 ― △88 ― △92 ―
22年2月期第2四半期 3,350 △8.4 △213 ― △228 ― △276 ―

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 △3.61 ―
22年2月期第2四半期 △10.76 ―

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 12,985 9,364 72.1 364.45
22年2月期 13,646 9,483 69.5 369.06

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  9,364百万円 22年2月期  9,483百万円

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 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 2.00 2.00

3.  平成23年2月期の業績予想（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 7,200 0.3 70 ― 40 ― 50 ― 1.95



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

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。）

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 25,728,716株 22年2月期  25,728,716株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  34,519株 22年2月期  33,110株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 25,694,672株 22年2月期2Q 25,697,280株

※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。 

※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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果や輸出の拡大などにより一部に

回復の兆しは見られたものの、依然として続く設備投資の抑制や雇用情勢の不安から、個人消費は低迷

し、厳しい状況で推移いたしました。 

当社は、こうした状況のもとで、「選択と集中による赤字脱却」を目指して諸活動に取り組んでまい

りました。 

まず、旗艦店舗である「上野店」をはじめ、全店舗においてセールスを徹底的に実施し、宴会売上を

確保してまいりました。また、これに加え、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）」などの婚礼に加え、婚礼２次会や１．５次会の売上強化を図ってまいりました。 

そして、全店統一のランチビジネスを見直し、店舗毎の立地や客層に合わせ、商品内容および価格の

改定を実施いたしました。 

一方、食の『安全・安心』の提供に配慮し、衛生管理・危機管理体制のさらなる強化を図ると共に原

材料の取引条件改定や賃借料の引き下げ等あらゆるコストをゼロベースで見直し、コスト削減に努めて

まいりました。 

なお、「ホテルグランヴィア広島店」は平成22年３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期の店舗閉鎖もあり、前年同四半期比1.5％減の33

億120万円となりましたが、「ＬＵＣＩＳ」をはじめとする婚礼部門が業績を伸ばし、宴会部門におき

ましても、積極的な営業活動により客数が増加、売上は回復傾向を示し目標売上を達成、既存店売上高

も前年同四半期比4.5％増となりました。しかし、景気低迷及び競合激化により法人及び個人消費とも

客単価が下落し、宴会部門・グリル部門の粗利益率が低下したため、コスト削減効果があったものの、

利益面では当初の計画を下回り、営業損失は7,575万円（前年同四半期は営業損失２億1,305万円）、経

常損失は8,891万円（前年同四半期は経常損失２億2,803万円）、四半期純損失は9,286万円（前年同四

半期は四半期純損失２億7,660万円）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６億6,111万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返済を行ったものの、四半期純損失の減少及び差入保証金の返

還等により7,286万円減少した結果、流動資産は前年度末に比べ1億668万円減少となり、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5億5,443万円減少したことなどによります。 

負債は、前年度末に比べ５億4,221万円減少いたしました。 

これは主に、借入金の返済による３億1,530万円の減少、未払金は前期末に店舗改装費用を計上して

いたこと等により１億589万円減少したことなどによります。 

純資産は、前年度末に比べ１億1,890万円減少いたしました。 

これは主に、四半期純損失9,286万円の計上、その他有価証券評価差額金が2,584万円減少したことな

どによります。 

  

通期の業績予想については、平成22年10月14日公表の「平成23年２月期第２四半期業績予想との差異

及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」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。 

  

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22年８月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 507,901 580,765

売掛金 222,393 256,817

商品及び製品 6,946 7,894

原材料及び貯蔵品 66,020 60,394

その他 110,238 114,310

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 913,200 1,019,882

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,753,382 1,836,282

土地 7,897,327 7,897,291

その他（純額） 376,986 440,610

有形固定資産合計 10,027,696 10,174,185

無形固定資産 50,184 58,771

投資その他の資産

差入保証金 1,692,301 1,979,679

投資有価証券 189,627 236,122

その他 112,928 178,415

貸倒引当金 △600 △600

投資その他の資産合計 1,994,257 2,393,617

固定資産合計 12,072,139 12,626,574

資産合計 12,985,340 13,646,457
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年８月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 110,316 161,567

短期借入金 1,251,550 1,394,200

リース債務 19,630 20,729

未払法人税等 24,500 41,310

賞与引当金 72,736 78,588

その他 361,109 490,642

流動負債合計 1,839,842 2,187,037

固定負債

長期借入金 611,525 784,175

リース債務 49,069 58,701

繰延税金負債 23,030 40,693

再評価に係る繰延税金負債 400,622 400,622

退職給付引当金 466,609 456,675

長期未払金 154,893 156,893

その他 75,501 78,509

固定負債合計 1,781,251 1,976,270

負債合計 3,621,094 4,163,307

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 1,010,765 1,103,629

自己株式 △8,251 △8,053

株主資本合計 10,136,294 10,229,355

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 33,694 59,537

土地再評価差額金 △805,742 △805,742

評価・換算差額等合計 △772,047 △746,205

純資産合計 9,364,246 9,483,149

負債純資産合計 12,985,340 13,646,457
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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21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第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)

売上高 3,350,729 3,301,209

売上原価 1,588,351 1,562,652

売上総利益 1,762,378 1,738,556

販売費及び一般管理費 1,975,435 1,814,307

営業損失（△） △213,057 △75,750

営業外収益

受取利息 202 109

受取配当金 7,999 6,359

未回収商品券受入益 940 807

その他 3,473 3,981

営業外収益合計 12,614 11,257

営業外費用

支払利息 22,918 23,200

その他 4,678 1,221

営業外費用合計 27,596 24,422

経常損失（△） △228,038 △88,915

特別利益

投資有価証券売却益 17,569 3,698

特別利益合計 17,569 3,698

特別損失

固定資産除却損 53,495 131

店舗閉鎖損失 － 775

その他 4,229 －

特別損失合計 57,725 906

税引前四半期純損失（△） △268,194 △86,123

法人税、住民税及び事業税 8,412 6,740

法人税等調整額 － －

法人税等合計 8,412 6,740

四半期純損失（△） △276,606 △92,863
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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21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第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)

売上高 1,493,015 1,466,208

売上原価 751,270 732,970

売上総利益 741,745 733,237

販売費及び一般管理費 963,575 897,225

営業損失（△） △221,830 △163,987

営業外収益

受取利息 201 109

受取配当金 7,999 6,359

未回収商品券受入益 315 276

その他 1,385 1,583

営業外収益合計 9,901 8,327

営業外費用

支払利息 12,378 11,162

その他 2,317 408

営業外費用合計 14,696 11,570

経常損失（△） △226,625 △167,230

特別利益

投資有価証券売却益 6,148 －

特別利益合計 6,148 －

特別損失

固定資産除却損 53,317 108

その他 4,229 －

特別損失合計 57,547 108

税引前四半期純損失（△） △278,024 △167,338

法人税、住民税及び事業税 5,014 4,591

法人税等調整額 － －

法人税等合計 5,014 4,591

四半期純損失（△） △283,038 △171,929

株式会社東天紅（8181）平成23年2月期　第2四半期決算短信（非連結）

7



(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21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △268,194 △86,123

減価償却費 179,963 159,700

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,432 △5,852

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,867 9,933

受取利息及び受取配当金 △8,201 △6,468

支払利息 22,918 23,200

固定資産除却損 38,156 －

投資有価証券売却損益（△は益） △17,569 △3,698

売上債権の増減額（△は増加） 25,329 34,424

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,586 △4,677

仕入債務の増減額（△は減少） △27,031 △51,250

未払金の増減額（△は減少） △41,437 △49,740

その他 39,007 △33,397

小計 △54,907 △13,950

利息及び配当金の受取額 8,201 6,468

利息の支払額 △24,520 △22,320

法人税等の支払額 △20,802 △20,614

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,029 △50,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △32,112 △48,668

投資有価証券の売却による収入 41,792 6,827

差入保証金の差入による支出 △544 －

差入保証金の回収による収入 34,135 356,217

その他 △8,910 △7,110

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,362 307,266

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

短期借入金の純増減額（△は減少） 350,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △431,750 △215,300

自己株式の取得による支出 △112 △197

配当金の支払額 △502 △477

その他 △2,100 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,464 △329,713

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） △42,131 △72,864

現金及び現金同等物の期首残高 371,642 580,765

現金及び現金同等物の四半期末残高 329,510 507,901
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該当事項はありません。 

  

当第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） 

 
  

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

業 態 別 金 額 前年同四半期比（％）

中 国 料 理（千円） 2,980,838 98.4

日 本 料 理（千円） 254,022 100.2

そ の 他（千円） 66,348 98.0

合   計（千円） 3,301,209 98.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社東天紅（8181）平成23年2月期　第2四半期決算短信（非連結）

9




