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1.  平成22年4月期第1四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年7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 ％

22年4月期第1四半期 2,644 △9.9 108 △30.1 97 △33.4 41 △21.8
21年4月期第1四半期 2,936 ― 155 ― 146 ― 53 ―

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

22年4月期第1四半期 20.33 ―
21年4月期第1四半期 25.96 25.84

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

22年4月期第1四半期 7,380 3,523 47.7 1,728.53
21年4月期 7,507 3,516 46.8 1,722.51

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  3,523百万円 21年4月期  3,510百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年4月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
22年4月期 ―
22年4月期 

（予想）
10.00 ― 15.00 25.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

5,500 △6.2 210 △24.7 195 △26.4 85 △1.2 41.70

通期 11,500 0.7 530 28.3 500 29.5 230 82.5 112.84
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4.  その他 
(1) 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  有  

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年4月期第1四半期 2,046,600株 21年4月期  2,046,600株
② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  8,317株 21年4月期  8,317株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第1四半期 2,038,283株 21年4月期第1四半期 2,041,458株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年４月期予想の期末配当15円は、前期実績の数値であります。 
２．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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当第１四半期の外食業界においては、景気の悪化を受けて消費者の節約志向は引き続き強く、高速道路

1,000円乗り放題の影響も加わり、駅ビルや都心部のショッピングセンター、百貨店等における集客数が

減少するなど、厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況下で当社は、最重要経営テーマを「客数回復・顧客確保」とし、コンセプトの「あった

ら楽しい」「手の届く贅沢」の具現化による顧客満足の向上を図るため、接客技術向上への取組みを始

め、くじ引きや七夕イベントなど販売促進に注力すると共に、商品においては、経時劣化に強い生麺への

改良や、旬の素材を活かした季節フェア、新作ケーキの投入などを実施いたしました。 

また、コスト適正化委員会を発足させ、売上に見合った適正なコスト構造の構築に向けてあらゆるコス

トの見直しに取り組み、収益力向上に努めております。 

出店は、６月に「珈琲茶房椿屋丸ビル店（東京都千代田区）」を新規オープンしたほか、同月に「ダッ

キーダック北千住店（東京都足立区）」を商業施設の改装に合わせて場所移転オープンいたしました。 

以上の結果、当第１四半期における売上高は26億44百万円（前年同期比9.9％減）、営業利益は1億8百

万円（前年同期比30.1％減）、経常利益は97百万円（前年同期比33.4％減）、四半期純利益は41百万円

（前年同期比21.8％減）となりました。 

  
  

  

  

①資産 

当第１四半期末における総資産は、前事業年度末比1億27百万円減少し73億80百万円となりました。 

 これは主に、現金及び預金の73百万円減少及び建物の52百万円減少等によるものです。 

 ②負債 

当第１四半期末における負債は、前事業年度末比1億33百万円減少し38億57百万円となりました。  

 これは主に、未払金の83百万円減少及び長期借入金（１年内返済予定を含む）の47百万円減少等によ

るものです。 

③純資産 

当第１四半期末における純資産は、前事業年度末比6百万円増加し35億23百万円となりました。  

 自己資本比率は前事業年度末の46.8％から47.7％へと改善しております。 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、73百万円減少（前年同期間は167百万円減少）いた

しました。各キャッシュフローの状況と主な内容は以下の通りであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により資金は、1億33百万円増加（前年同期間は32百万円減少）いたしました。 

 これは、減価償却費1億22百万円や税引前四半期純利益76百万円といった増加要因があった一方、売

上債権の増加額36百万円や未払賞与の減少額72百万円といった減少要因があったこと等によるものであ

ります。 

定性的情報・財務諸表等

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

(1)資産、負債及び純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況
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②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により資金は、1億21百万円減少（前年同期間は75百万円減少）いたしました。 

 これは、新規出店及び既存店移転改装のための有形固定資産の取得による支出が1億36百万円あった

こと等によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により資金は、85百万円減少（前年同期間は59百万円減少）いたしました。 

 これは、長期借入金の返済による支出が47百万円あったこと等によるものであります。 

  
  
  

  

業績予想については、当第１四半期業績が計画線上の実績であること、および、目標達成への経営努力

を継続して行っていることから、当初（平成21年６月15日公表）の見通しは変更しておりません。 

  
  

  

税金費用について、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

  

  

該当事項はありません。 

  
  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 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

(2) 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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,105,835 1,179,562 

売掛金 295,611 259,405 

商品及び製品 17,560 20,914 

原材料及び貯蔵品 65,887 69,847 

前払費用 99,135 127,121 

繰延税金資産 14,675 14,675 

その他 26,612 40,425 

貸倒引当金 △735 △679 

流動資産合計 1,624,583 1,711,273 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,566,243 1,618,513 

工具、器具及び備品（純額） 200,581 207,413 

土地 1,257,487 1,257,487 

リース資産（純額） 158,700 136,873 

その他（純額） 9,056 21,165 

有形固定資産合計 3,192,068 3,241,452 

無形固定資産 23,971 25,809 

投資その他の資産   

長期前払費用 36,965 23,174 

繰延税金資産 124,455 125,432 

差入保証金 734,609 747,744 

敷金 1,625,253 1,617,219 

その他 18,739 15,669 

貸倒引当金 △9 △13 

投資その他の資産合計 2,540,014 2,529,227 

固定資産合計 5,756,054 5,796,489 

資産合計 7,380,637 7,507,763 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 243,105 229,211 

1年内返済予定の長期借入金 253,500 232,700 

1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

リース債務 39,395 33,298 

未払金 296,031 379,244 

未払賞与 78,445 150,718 

未払費用 64,269 71,356 

未払法人税等 20,197 9,783 

未払消費税等 52,150 20,362 

預り金 20,502 15,011 

店舗閉鎖損失引当金 6,145 － 

その他 2,051 2,045 

流動負債合計 1,155,796 1,223,733 

固定負債   

社債 400,000 400,000 

長期借入金 1,824,941 1,893,516 

リース債務 141,955 124,765 

退職給付引当金 273,298 287,858 

その他 61,410 61,410 

固定負債合計 2,701,605 2,767,550 

負債合計 3,857,402 3,991,283 

純資産の部   

株主資本   

資本金 673,341 673,341 

資本剰余金 683,009 683,009 

利益剰余金 2,186,205 2,175,350 

自己株式 △18,606 △18,606 

株主資本合計 3,523,949 3,513,094 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △713 △2,136 

評価・換算差額等合計 △713 △2,136 

新株予約権 － 5,522 

純資産合計 3,523,235 3,516,479 

負債純資産合計 7,380,637 7,507,763 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 2,936,090 2,644,099 

売上原価 743,915 675,141 

売上総利益 2,192,175 1,968,958 

販売費及び一般管理費 2,036,768 1,860,395 

営業利益 155,406 108,562 

営業外収益   

受取利息 687 596 

受取配当金 198 477 

受取補償金 5,000 － 

受取家賃 － 5,998 

その他 819 312 

営業外収益合計 6,705 7,384 

営業外費用   

支払利息 14,069 15,541 

不動産賃貸原価 － 1,542 

その他 1,254 1,139 

営業外費用合計 15,323 18,224 

経常利益 146,788 97,723 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 5,522 

立退補償金 － 4,049 

特別利益合計 － 9,571 

特別損失   

固定資産除却損 6,641 4,629 

店舗閉鎖損失 12,410 － 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 30,355 6,145 

本社移転費用 － 19,569 

その他 － 230 

特別損失合計 49,407 30,573 

税引前四半期純利益 97,380 76,719 

法人税等 44,376 35,290 

四半期純利益 53,004 41,429 
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 97,380 76,719 

減価償却費 105,811 122,742 

新株予約権戻入益 － △5,522 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 611 △14,560 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 98 51 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 30,355 6,145 

受取利息及び受取配当金 △885 △1,073 

支払利息 14,069 15,541 

固定資産除却損 6,641 4,629 

店舗閉鎖損失 12,410 － 

本社移転費用 － 19,569 

売上債権の増減額（△は増加） △59,137 △36,206 

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,621 7,314 

前払費用の増減額（△は増加） 33,086 27,895 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,808 3,397 

長期前払費用の増減額（△は増加） 139 △144 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,240 13,893 

未払金の増減額（△は減少） △17,316 △18,740 

未払賞与の増減額（△は減少） △104,251 △72,273 

未払費用の増減額（△は減少） △14,896 △8,909 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△23,048 △6,431 

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,360 33,440 

預り金の増減額（△は減少） 6,512 5,491 

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 5 

小計 104,129 172,975 

利息及び配当金の受取額 949 1,076 

利息の支払額 △18,401 △13,628 

本社移転費用の支払額 － △8,107 

法人税等の支払額 △119,424 △18,444 

営業活動によるキャッシュ・フロー △32,746 133,871 
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △1,502 

有形固定資産の取得による支出 △75,519 △136,514 

固定資産の除却による支出 △5,281 － 

貸付けによる支出 △2,020 － 

貸付金の回収による収入 3,476 1,591 

差入保証金の差入による支出 △7,000 △30,000 

差入保証金の回収による収入 9,393 64,457 

敷金の差入による支出 △7,776 △19,857 

敷金の回収による収入 8,800 156 

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,926 △121,669 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △28,492 △47,775 

リース債務の返済による支出 △621 △8,937 

自己株式の取得による支出 △849 － 

配当金の支払額 △29,326 △29,216 

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,289 △85,928 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,963 △73,726 

現金及び現金同等物の期首残高 1,237,528 1,179,562 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,069,564 1,105,835 
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該当事項なし 
  
  
  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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