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1.  平成22年4月期第2四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年10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2四半期 5,182 △11.6 159 △43.0 141 △46.5 46 △46.7
21年4月期第2四半期 5,864 ― 279 ― 265 ― 86 ―

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2四半期 22.58 ―
21年4月期第2四半期 42.30 42.10

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2四半期 7,516 3,527 46.9 1,730.49
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2四半期  3,527百万円 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  有  
 

1株当たり配当金
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

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

（予想）
― 7.50 17.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 10,000 87.6 230 55.6 200 51.8 90 71.3 44.15
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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、５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2四半期 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2四半期  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2四半期 2,038,283株 21年4月期第2四半期 2,041,010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．期初（平成21年6月15日）に公表いたしました業績予想は、平成21年12月7日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。 
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、実際の業績及び配当金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２四半期累計期間における外食業界は、企業業績の低下や雇用環境の悪化を受けて、消費者の節約

志向の一段の高まりや低価格競争の激化、さらに、土日の高速道路1,000円乗り放題の影響による都心部

のショッピングセンターや百貨店等の集客力の低下など、経営環境は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」を基本として以下の諸施策に取り組んでまいりました。 

商品販売および販売促進策につきましては、経時劣化に強い生麺への品質改良を始め、シフォンケーキ

のスポンジ改良等、より美味しい商品の提供に取り組んでまいりました。また、冷凍生麺を開発し、スパ

ゲッティの提供時間の大幅短縮を可能としたことから、９月に当社初のフードコート内でのセルフサービ

ス店舗「ダッキーダック新三郷店」をＪＲ新三郷駅前ららぽーとに出店いたしました。 

新商品として主に女性をターゲットにヘルシー感のある「サラダスパゲッティ」や、カフェの使われ方

をより充実させる「ホットサンド」等を販売いたしました。さらに価格訴求力を強めるため、９月からダ

ッキーダックおよびスパゲッティ食堂ドナでは、主力セットメニューの価格水準訂正を実施いたしまし

た。 

出店実績は、６月に「珈琲茶房椿屋丸ビル店（東京都千代田区）」を、９月には上記の「ダッキーダッ

ク新三郷店（埼玉県三郷市）」を新規出店した他、６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し、10月に「スパゲッティ食堂ドナ柏店（千葉県柏市）」

を全面改装オープンいたしました。 

11月に入り、「カフェダッキーダック町田店（東京都町田市）」及び「スパゲッティ食堂ドナ竹下通り

店（東京都渋谷区）」の全面改装を行い、改装後の業績は順調に推移しております。 

また、今後の新規出店につきましては、契約済の「椿屋珈琲店上野店（東京都台東区）」をはじめとし

て、より前向きに実施してまいります。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は51億82百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益

は１億59百万円（前年同期比43.0％減）、経常利益は１億41百万円（前年同期比46.5％減）、四半期純利

益は46百万円（前年同期比46.7％減）となりました。 

  
  

  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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①資産 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比８百万円増加し75億16百万円となりまし

た。 

 これは主に、現金及び預金の２億18百万円増加、未収入金の60百万円増加、差入保証金の１億44百万

円減少及び建物の１億10百万円減少等によるものです。 

 ②負債 

当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比１百万円減少し39億89百万円となりまし

た。   

 これは主に、未払法人税等の67百万円増加及び長期借入金（１年内返済予定を含む）の88百万円減少

等によるものです。 

③純資産 

当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比10百万円増加し35億27百万円となりまし

た。  

 自己資本比率は46.9％となっております。 

  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、２億18百万円増加（前年同期間は３億72百

万円増加）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、４億８百万円増加（前年同期間は２億79百万円増加）いたしました。 

 これは、減価償却費２億49百万円や税引前四半期純利益１億５百万円といった増加要因があった一

方、未払金の減少額21百万円や売上債権の増加額18百万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。 

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、10百万円減少（前年同期間は１億７百万円減少）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１億60百万円あった

一方、差入保証金の回収による収入が１億58百万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、１億78百万円減少（前年同期間は２億１百万円増加）いたしました。 

 これは、長期借入金の返済による支出が88百万円あったこと等によるものであります。 

  
  
  

  

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

東和フードサービス㈱（3329）平成22年4月期 第2四半期決算短信（非連結)

4



業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績動向に加え、全産業の冬季賞与２桁マイナスや

政府のデフレ宣言などから消費者の節約志向が一段と強まり、売上について厳しい状況が継続すると予想

されることから、平成21年６月15日に公表した期初予想を平成21年12月７日付「業績予想修正に関するお

知らせ」にて修正いたしております。 

  
  

税金費用については、当第２四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２四半期会計期間末 
(平成21年10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 1,398,555 1,179,562

売掛金 278,176 259,405

商品及び製品 17,854 20,914

原材料及び貯蔵品 67,963 69,847

前払費用 126,936 127,121

繰延税金資産 14,675 14,675

その他 98,692 40,425

貸倒引当金 △768 △679

流動資産合計 2,002,086 1,711,273

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,507,939 1,618,513

工具、器具及び備品（純額） 181,465 207,413

土地 1,257,487 1,257,487

リース資産（純額） 176,366 136,873

その他（純額） 1,912 21,165

有形固定資産合計 3,125,171 3,241,452

無形固定資産 23,092 25,809

投資その他の資産   

長期前払費用 32,227 23,174

繰延税金資産 124,870 125,432

差入保証金 603,687 747,744

敷金 1,586,347 1,617,219

その他 19,107 15,669

貸倒引当金 △7 △13

投資その他の資産合計 2,366,232 2,529,227

固定資産合計 5,514,496 5,796,489

資産合計 7,516,582 7,507,763
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10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 224,198 229,211

1年内返済予定の長期借入金 281,300 232,700

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

リース債務 44,900 33,298

未払金 300,927 379,244

未払賞与 142,000 150,718

未払費用 93,004 71,356

未払法人税等 76,831 9,783

未払消費税等 51,114 20,362

預り金 31,498 15,011

店舗閉鎖損失引当金 9,404 －

その他 42,243 2,045

流動負債合計 1,377,423 1,223,733

固定負債   

社債 360,000 400,000

長期借入金 1,756,366 1,893,516

リース債務 154,889 124,765

退職給付引当金 279,268 287,858

その他 61,410 61,410

固定負債合計 2,611,934 2,767,550

負債合計 3,989,358 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 2,190,799 2,175,350

自己株式 △18,606 △18,606

株主資本合計 3,528,543 3,513,094

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,318 △2,136

評価・換算差額等合計 △1,318 △2,136

新株予約権 － 5,522

純資産合計 3,527,224 3,516,479

負債純資産合計 7,516,582 7,507,763
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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20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 5,864,162 5,182,243

売上原価 1,507,780 1,334,549

売上総利益 4,356,381 3,847,693

販売費及び一般管理費 4,076,611 3,688,348

営業利益 279,769 159,345

営業外収益   

受取利息 1,320 1,056

受取配当金 198 477

受取補償金 10,964 －

受取家賃 － 11,905

その他 3,329 4,063

営業外収益合計 15,812 17,502

営業外費用   

支払利息 28,011 30,966

不動産賃貸原価 － 1,931

その他 2,468 2,141

営業外費用合計 30,479 35,039

経常利益 265,103 141,809

特別利益   

固定資産売却益 14,043 －

新株予約権戻入益 － 5,522

立退補償金 － 4,049

特別利益合計 14,043 9,571

特別損失   

固定資産除却損 68,173 10,055

固定資産売却損 159 －

店舗閉鎖損失 44,284 6,319

店舗閉鎖損失引当金繰入額 8,135 9,404

本社移転費用 － 19,569

その他 － 230

特別損失合計 120,752 45,579

税引前四半期純利益 158,394 105,800

法人税等 72,069 59,777

四半期純利益 86,324 46,023
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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20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10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 158,394 105,800

減価償却費 219,113 249,757

新株予約権戻入益 － △5,522

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,820 △8,589

貸倒引当金の増減額（△は減少） 265 84

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 8,135 9,404

受取利息及び受取配当金 △1,518 △1,534

支払利息 28,011 30,966

固定資産売却損益（△は益） △13,884 －

立退補償金 － △4,049

固定資産除却損 68,173 10,055

店舗閉鎖損失 44,284 6,319

本社移転費用 － 19,569

売上債権の増減額（△は増加） △14,852 △18,770

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,384 4,943

前払費用の増減額（△は増加） △8,393 △756

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,661 2,180

長期前払費用の増減額（△は増加） △648 892

仕入債務の増減額（△は減少） △11,788 △5,013

未払金の増減額（△は減少） 27,143 △21,332

未払賞与の増減額（△は減少） △28,720 △8,718

未払費用の増減額（△は減少） △7,847 23,505

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△899 1,417

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,177 33,902

預り金の増減額（△は減少） △12,277 16,487

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,982 197

小計 442,951 441,197

利息及び配当金の受取額 1,594 1,587

利息の支払額 △31,121 △31,882

本社移転費用の支払額 － △8,107

法人税等の支払額 △134,035 △30,036

法人税等の還付額 － 35,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,387 408,647
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

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 △213,546 △160,999

有形固定資産の売却による収入 86,597 －

固定資産の除却による支出 △5,434 △249

投資有価証券の取得による支出 － △3,001

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 2,097 2,008

差入保証金の差入による支出 △18,869 △36,000

差入保証金の回収による収入 17,196 158,166

敷金の差入による支出 △16,840 △19,857

敷金の回収による収入 31,503 4,923

預り敷金の受入による収入 19,484 －

店舗閉鎖に伴う支出 △9,154 △3,394

店舗立退に伴う補償金収入 － 7,680

その他 － 40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,964 △10,722

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △419,056 △88,550

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

リース債務の返済による支出 △4,281 △19,869

自己株式の取得による支出 △4,794 －

配当金の支払額 △30,618 △30,511

財務活動によるキャッシュ・フロー 201,248 △178,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 372,672 218,993

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 1,610,200 1,398,555
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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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