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1.  平成22年4月期第3四半期の業績（平成21年5月1日～平成22年1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3四半期 7,758 △11.6 269 △25.4 243 △27.3 113 △11.0
21年4月期第3四半期 8,775 ― 361 ― 334 ― 127 ―

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3四半期 55.57 ―
21年4月期第3四半期 62.41 62.12

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3四半期 7,371 3,574 48.5 1,753.81
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3四半期  3,574百万円 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
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  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

通期 10,000 △12.4 230 △44.4 200 △48.2 90 △28.7 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3四半期 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3四半期  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3四半期 2,038,283株 21年4月期第3四半期 2,040,262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．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３四半期累計期間における我が国の経済は、政府による景気対策の効果も一部出始め、景況改善の

兆しが見えるものの、デフレ経済の継続により消費者の節約志向は依然強く、ショッピングセンターや百

貨店の集客力が低下するなど、外食業界の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、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。 

各業態ごとに客数回復に向けて専門チーム「タスクフォース」を発足させ、詳細な現状分析に基づく販

売促進策を企画・推進いたしました。ダッキーダックでは、毎月15日を「いちご（１・５）の日」、カレ

ンダー上で15日（いちご）が上にのる22日を「苺ケーキの日」とし、旬の苺をふんだんに使用した新作ケ

ーキを投入しております。 

また11月11日の「チーズの日」に合わせてチーズケーキの重点販売や、スパゲッティ食堂ドナでは、チ

ーズを使ったスパゲッティやピッツァをお値打ち価格で販売いたしました。カフェ・喫茶部門におきまし

ては、夜に食事されるお客様を取り込むため、時間帯別の個別メニューを提案し売上増に繋げておりま

す。これらの施策に留まらず、店頭でのマーケティング（顧客創造活動）に重点をおいた各種販売促進策

によりお客様への訴求力が高まり、競合店からの奪客もあり既存店客数の前年同月比は、12月96.6％、１

月99.3％と回復してきております。 

販売費及び一般管理費につきましては、一店舗当たりの正社員配置人数の見直しによる正社員数の圧縮

や、シフトの見直しによる生産性の向上により、当第３四半期会計期間における人件費の対売上高比率を

33.1％と前年同期の35.0％から1.9ポイント改善いたしました。 

新規出店・改装につきましては、新規出店が２店舗（６月「珈琲茶房椿屋丸ビル店（東京都千代田

区）」、９月「ダッキーダック新三郷店（埼玉県三郷市）」）、また全面改装によるリニューアルオープ

ンを３店舗（10月「スパゲッティ食堂ドナ柏店（千葉県柏市）」、11月「カフェダッキーダック町田店

（東京都町田市）」、12月「スパゲッティ食堂ドナ竹下通り店（東京都渋谷区）」）、さらに商業施設の

改装に合わせ場所移転オープンを１店舗（６月「ダッキーダック北千住（東京都足立区）」）行い、３月

に「椿屋珈琲店上野茶廊（東京都台東区）」を新規オープンする他、リニューアルオープンを含めて前向

きに実施してまいります。閉店につきましては、「ダッキーダック千葉駅店（千葉県千葉市）」、「スパ

ゲッティ食堂ドナ銀座ＴＳビル店（東京都中央区）」の２店舗が契約期間満了により12月末日にて閉店い

たしました。これにより平成22年１月末日現在の営業店舗数は116店となっております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は77億58百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益

は２億69百万円（前年同期比25.4％減）、経常利益は２億43百万円（前年同期比27.3％減）、四半期純利

益は１億13百万円（前年同期比11.0％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３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比１億36百万円減少し73億71百万円となり

ました。 

 これは主に、現金及び預金の２億10百万円増加、建物の１億76百万円減少、差入保証金の１億27百万

円減少及び敷金の67百万円減少等によるものです。 

 ②負債 

当第３半期会計期間末における負債は、前事業年度末比１億94百万円減少し37億96百万円となりまし

た。   

 これは主に、社債の40百万円減少及び長期借入金（１年内返済予定を含む）の１億57百万円減少等に

よるものです。 

③純資産 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比58百万円増加し35億74百万円となりまし

た。  

 自己資本比率は48.5％となっております。 

  

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末

に比べ２億10百万円増加（前年同期間は４億11百万円減少）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、５億17百万円増加（前年同期間は１億73百万円増加）いたしました。 

 これは、減価償却費３億83百万円や税引前四半期純利益２億42百万円といった増加要因があった一

方、未払賞与の減少額96百万円や法人税等の支払額94百万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、27百万円減少（前年同期間は３億29百万円減少）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２億30百万円あった

一方、差入保証金の回収による収入が１億63百万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、２億79百万円減少（前年同期間は２億55百万円減少）いたしました。 

 これは、長期借入金の返済による支出が１億57百万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
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業績予想につきましては、、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３四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３四半期会計期間末 
(平成22年１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 1,389,764 1,179,562 

売掛金 303,581 259,405 

商品及び製品 15,954 20,914 

原材料及び貯蔵品 62,328 69,847 

前払費用 103,873 127,121 

繰延税金資産 14,675 14,675 

その他 57,690 40,425 

貸倒引当金 △514 △679 

流動資産合計 1,947,354 1,711,273 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,441,868 1,618,513 

工具、器具及び備品（純額） 160,916 207,413 

土地 1,257,487 1,257,487 

リース資産（純額） 184,585 136,873 

その他（純額） 6,733 21,165 

有形固定資産合計 3,051,591 3,241,452 

無形固定資産 25,018 25,809 

投資その他の資産   

長期前払費用 31,409 23,174 

繰延税金資産 124,401 125,432 

差入保証金 620,383 747,744 

敷金 1,550,164 1,617,219 

その他 21,295 15,669 

貸倒引当金 △4 △13 

投資その他の資産合計 2,347,649 2,529,227 

固定資産合計 5,424,259 5,796,489 

資産合計 7,371,614 7,507,763 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年１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 223,731 229,211 

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 49,592 33,298 

未払金 261,218 379,244 

未払賞与 54,534 150,718 

未払費用 113,926 71,356 

未払法人税等 81,210 9,783 

未払消費税等 51,260 20,362 

預り金 45,935 15,011 

その他 2,511 2,045 

流動負債合計 1,245,222 1,223,733 

固定負債   

社債 360,000 400,000 

長期借入金 1,687,791 1,893,516 

リース債務 161,590 124,765 

退職給付引当金 280,828 287,858 

その他 61,410 61,410 

固定負債合計 2,551,621 2,767,550 

負債合計 3,796,843 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 2,237,663 2,175,350 

自己株式 △18,606 △18,606 

株主資本合計 3,575,406 3,513,094 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △635 △2,136 

評価・換算差額等合計 △635 △2,136 

新株予約権 － 5,522 

純資産合計 3,574,771 3,516,479 

負債純資産合計 7,371,614 7,507,763 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 8,775,073 7,758,949 

売上原価 2,282,933 2,010,289 

売上総利益 6,492,140 5,748,660 

販売費及び一般管理費 6,130,584 5,478,943 

営業利益 361,555 269,716 

営業外収益   

受取利息 1,919 1,490 

受取配当金 207 523 

受取補償金 10,964 － 

受取家賃 8,300 17,811 

その他 1,430 5,054 

営業外収益合計 22,821 24,880 

営業外費用   

支払利息 44,450 46,045 

不動産賃貸原価 1,488 2,319 

その他 3,520 2,874 

営業外費用合計 49,459 51,239 

経常利益 334,917 243,357 

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 16,926 44,049 

役員退職慰労引当金戻入額 40,943 － 

特別利益合計 71,914 49,571 

特別損失   

固定資産除却損 86,166 15,028 

固定資産売却損 159 － 

店舗閉鎖損失 62,811 15,734 

減損損失 3,060 － 

本社移転費用 － 19,569 

訴訟解決金及び訴訟関連費用 21,000 － 

その他 － 480 

特別損失合計 173,197 50,813 

税引前四半期純利益 233,634 242,115 

法人税等 106,303 128,845 

四半期純利益 127,330 113,269 
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年１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 233,634 242,115 

減価償却費 352,371 383,215 

新株予約権戻入益 － △5,522 

減損損失 3,060 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,348 △7,030 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,943 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 457 △172 

受取利息及び受取配当金 △2,126 △2,014 

支払利息 44,450 46,045 

固定資産売却損益（△は益） △13,884 － 

立退補償金 △16,926 △44,049 

固定資産除却損 86,166 15,028 

店舗閉鎖損失 62,811 15,734 

本社移転費用 － 19,569 

訴訟解決金及び訴訟関連費用 21,000 － 

売上債権の増減額（△は増加） △64,950 △44,176 

たな卸資産の増減額（△は増加） 568 12,478 

前払費用の増減額（△は増加） 3,121 22,075 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 791 5,130 

長期前払費用の増減額（△は増加） △460 △1,219 

仕入債務の増減額（△は減少） △39,446 △5,480 

未払金の増減額（△は減少） △31,672 △39,210 

未払賞与の増減額（△は減少） △119,142 △96,184 

未払費用の増減額（△は減少） 8,189 42,761 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△8,235 1,241 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,042 35,223 

預り金の増減額（△は減少） 23,649 30,924 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,295 465 

小計 507,471 626,949 

利息及び配当金の受取額 2,136 2,032 

利息の支払額 △44,275 △45,065 

本社移転費用の支払額 － △8,107 

訴訟解決金及び訴訟関連費用の支払額 △21,000 － 

法人税等の支払額 △270,461 △94,549 

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 173,871 517,149 
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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 △423,695 △230,744 

有形固定資産の売却による収入 86,597 － 

無形固定資産の取得による支出 △2,360 － 

固定資産の除却による支出 △18,608 △2,979 

投資有価証券の取得による支出 △489 △4,491 

貸付けによる支出 △1,000 － 

貸付金の回収による収入 3,449 2,542 

差入保証金の差入による支出 △22,358 △57,850 

差入保証金の回収による収入 26,626 163,321 

敷金の差入による支出 △16,992 △19,952 

敷金の回収による収入 39,042 79,207 

預り敷金の受入による収入 19,549 － 

店舗閉鎖に伴う支出 △19,518 △4,078 

店舗立退に伴う補償金収入 － 47,680 

投資活動によるキャッシュ・フロー △329,757 △27,343 

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 △847,691 △157,125 

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 △10,379 △31,805 

自己株式の取得による支出 △7,070 － 

配当金の支払額 △50,728 △50,673 

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,869 △279,603 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411,755 210,202 

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 825,772 1,389,764 
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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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