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1.  平成21年4月期第1四半期の業績（平成20年5月1日～平成20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 ％

21年4月期第1四半期 2,936 ― 155 ― 146 ― 53 ―
20年4月期第1四半期 2,831 5.5 174 23.2 190 12.9 104 19.5

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

21年4月期第1四半期 25.96 25.84
20年4月期第1四半期 51.15 50.92

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

21年4月期第1四半期 7,411 3,470 46.8 1,697.52
20年4月期 7,570 3,449 45.5 1,686.79

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  3,465百万円 20年4月期  3,443百万円

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

20年4月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 10.00 ― 15.00 25.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21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 6,000 5.6 380 18.2 350 3.9 165 1.3 80.82
通期 12,200 4.0 745 4.8 705 0.1 355 0.7 172.25

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） 

〔（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。〕  

(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 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） 21年4月期第1四半期  2,046,600株 20年4月期  2,046,600株
② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  5,217株 20年4月期  4,860株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第1四半期  2,041,458株 20年4月期第1四半期  2,046,600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．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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。 
３．特別損失に、不採算店舗退店に係る損失（引当金計上を含む）42百万円を計上しております。  
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定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

当第１四半期の外食業界をとりまく状況は、景気の後退感が強まる中、ガソリンや食料品などの値上がり

で、家計消費が節約志向を強めたことによる「外食控え」が見られ、食材価格は上昇を続けるなど、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、旬の素材を活かした季節フェアの強化や、夏祭り販促イベントの実施および

魅力ある商品開発など「顧客確保・客数回復」の取組みに注力してまいりました。

新規出店は５月に、株式会社プロントコーポレーションとの協力関係に関する協定に基づき、フランチャ

イジー店舗として 「プロント新橋駅前店(東京都港区)」を、７月にはパリのサロン風カフェをイメージした

洋風高級喫茶「カフェグレ新宿東口店（東京都新宿区）」を創店（当社では店舗を創るという意味で、新規出

店を「創店」と称する）し、売上好調の「ぱすたかん」は、主力店舗である渋谷本店のフロア移転・増床を

実施しました。

一方、不採算店の整理を進め、当第１四半期に退店の１店舗と、当期中の退店を決定した４店舗の店舗閉

鎖損失（引当金計上を含む）42百万円を特別損失に計上いたしました。

以上の結果、当第１四半期における売上高は29億36百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は1億55百万円

（前年同期比10.8％減）、経常利益は1億46百万円（前年同期比22.9％減）、四半期純利益は53百万円（前年同

期比49.4％減）となりました。

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

（資産）

当第１四半期末における資産の残高は、前会計年度末に比べ1億58百万円減少し74億11百万円となりま

した。

流動資産は1億46百万円減少しておりますが、これは主に売掛金が59百万円増加した一方、現金及び預金が

1億67百万円減少していることなどによるものであります。

固定資産は12百万円減少しておりますが、当第１四半期よりリース資産31百万円を含めているため、これ

を除くと44百万円の減少となります。これは主に第１四半期の減価償却が設備投資を上回ったこと、および

閉店・改装店舗の固定資産を除却したことなどによるものであります。

（負債・純資産）

当第１四半期末における負債の残高は、前会計年度末に比べ1億80百万円減少し39億40百万円となりま

した。

これは店舗閉鎖損失引当金30百万円と、当第１四半期より計上したリース債務27百万円が増加した一方、

未払賞与、未払法人税等、長期借入金の残高がそれぞれ1億4百万円、98百万円、28百万円減少したことなど

によるものであります。

純資産は、主に利益剰余金の増加により前会計年度末に比べ21百万円増加し、34億70百万円となりました。
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   ②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期において現金及び現金同等物は、167,963千円減少（前年同期間は212,706千円減少）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。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期の営業活動により資金は、32,746千円減少(前年同期間は66,071千円減少)しました。これは

主な資金増加要因として税金等調整前四半期純利益97,380千円と減価償却費105,811千円があったのに対し、

減少要因として法人税等の支払額119,424千円、未払賞与の減少額が104,251千円、売上債権の増加額が

59,137千円あったことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期の投資活動で使用した資金は、75,926千円(前年同期間は77,644千円)となりました。これは

主に、新規出店および既存店改装のための有形固定資産の取得が75,519千円あったことなどによるものであ

ります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期の財務活動により資金は、59,289千円減少(前年同期間は68,991千円減少)しました。これは

長期借入金の返済による支出が28,492千円および配当金の支払額が29,326千円あったことなどによるもの

です。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の業績は、経済環境の悪化による「外食離れ」と、原材料価格の高騰によって売上高、営業

利益ともに前年同期間を下回っておりますが、これは期初の業績予想を策定した時点において想定していた

ことであり、現行当社の進めている「顧客確保・客数回復」等の取組みにより、第２四半期以降において前

期並みの実績の達成は十分に可能と考えておりますので、平成20年６月13日に公表した業績予想値からの変

更はありません。
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有な会計処理の適用

(簡便な会計処理の適用)

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前事業年度末にて算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

③固定資産の減価償却方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

④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

税金費用については、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。

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、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。

(四半期財務諸表の作成に特有な会計処理の適用)

該当事項はありません。
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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）

前事業年度末に係る

当第１四半期会計期間末 要約貸借対照表

（平成20年７月31日） （平成20年４月30日）

資産の部

　 流動資産

　 現金及び預金 1,069,564 1,237,528

　 売掛金 330,317 271,179

　 商品 1,433 1,512

　 製品 22,235 26,432

　 原材料 58,113 57,466

　 貯蔵品 4,059 5,051

　 前払費用 85,174 118,321

　 繰延税金資産 19,721 19,721

　 その他  20,905 20,802

　 貸倒引当金 △ 518 △ 418

　 流動資産合計 1,611,006 1,757,597

　 固定資産

　 有形固定資産

　 建物 1,610,850 1,645,563

　 工具、器具及び備品 216,298 216,649

　 土地 1,307,487 1,307,487

　 リース資産 31,867 ―

　 その他 11,610 4,223

　 有形固定資産合計 3,178,114 3,173,923

　 無形固定資産 13,729 14,449

　 投資その他の資産

　 長期前払費用 33,761 37,467

　 繰延税金資産 134,586 134,429

　 差入保証金 789,200 817,811

　 敷金 1,636,219 1,618,528

　 その他 14,838 16,155

　 貸倒引当金 △ 9 △ 11

　 投資その他の資産合計 2,608,597 2,624,380

　 固定資産合計 5,800,441
　

5,812,753

　 資産合計 7,411,448 7,570,351

決算短信 2008年08月29日 15時15分 92697xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

-5-



東和フードサービス㈱(3329)平成21年４月期第１四半期決算短信(非連結)

　 （単位：千円）

前事業年度末に係る

当第１四半期会計期間末 要約貸借対照表

（平成20年７月31日） （平成20年４月30日）

負債の部

　 流動負債

　 買掛金 267,484 273,724

　 １年内返済予定の長期借入金 876,040 876,040

　 １年内償還予定の社債 80,000 80,000

　 リース債務 6,166 ―

　 未払金 402,916 407,466

　 未払賞与 82,653 186,904

　 未払費用 59,931 79,221

　 未払法人税等 53,510 151,607

　 未払消費税等 58,023 48,425

　 預り金 34,994 28,481

　 店舗閉鎖損失引当金 30,355 ―

　 流動負債合計 1,952,076 2,131,872

　 固定負債

　 社債 480,000 480,000

　 長期借入金 1,115,580 1,144,072

　 リース債務 27,475 ―

　 退職給付引当金 282,707 282,096

　 その他 82,804 82,804

　 固定負債合計 1,988,567 1,988,972

　負債合計 3,940,643 4,120,845

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 2,122,574 2,100,196

　 自己株式 △ 12,386 △ 11,536

　 株主資本合計 3,466,537 3,445,009

　 評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 △ 1,255 △ 1,026

　 評価・換算差額等合計 △ 1,255 △ 1,026

　 新株予約権 5,522 5,522

　純資産合計 3,470,804 3,449,506

　負債純資産合計 7,411,448 7,570,351
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第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）

売上高 2,936,090

売上原価 743,915

売上総利益 2,192,175

販売費及び一般管理費 2,036,768

営業利益 155,406

営業外収益

　 受取利息 687

　 受取配当金 198

　 受取補償金 5,000

　 その他 819

　 営業外収益合計 6,705

営業外費用

　 支払利息 14,069

　 その他 1,254

　 営業外費用合計 15,323

経常利益 146,788

特別利益 ―

特別損失

　 固定資産除却損 6,641

　 店舗閉鎖損失 12,410

　 店舗閉鎖損失引当金繰入額 30,355

　 特別損失合計 49,407

税引前四半期純利益 97,380

法人税、住民税及び事業税 44,376

法人税等調整額 ―

法人税等合計 44,376

四半期純利益 53,004
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第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）

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

　減価償却費 105,811

　退職給付引当金の増減額（△減少額） 611

　貸倒引当金の増減額（△減少額） 98

　店舗閉鎖損失引当金の増減額（△減少額） 30,355

　受取利息及び受取配当金 △ 847

　支払利息 11,991

　社債利息 2,077

　固定資産除却損 6,641

　店舗閉鎖損失 12,410

　売上債権の増減額（△増加額） △ 59,137

　たな卸資産の増減額（△増加額） 4,621

　前払費用の増減額（△増加額） 33,086

　その他流動資産の増減額（△増加額） 6,808

　長期前払費用の増減額（△増加額） 139

　仕入債務の増減額（△減少額） △ 6,240

　未払金の増減額（△減少額） △ 17,316

　未払賞与の増減額（△減少額） △ 104,251

　未払費用の増減額（△減少額） △ 14,896

　未払法人税等の増減額（△減少額） △ 23,048

　未払消費税等の増減額（△減少額） 11,360

　預り金の増減額（△減少額） 6,512

　 小計 104,167

　利息及び配当金の受取額 911

　利息の支払額 △ 18,401

　法人税等の支払額 △ 119,424

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 32,746

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 △ 75,519

  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

　保証金の差入による支出 △ 7,000

　保証金の回収による収入 9,393

　敷金の差入による支出 △ 7,776

　敷金の回収による収入 8,800

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 75,926

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

　リース債務の返済による支出 △ 621

　自己株式の取得による支出 △ 849

　配当金の支払額 △ 29,326

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 59,289

現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △ 167,963

現金及び現金同等物の期首残高 1,237,528

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,069,564
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東和フードサービス㈱(3329)平成21年４月期第１四半期決算短信(非連結)

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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東和フードサービス㈱(3329)平成21年４月期第１四半期決算短信(非連結)

「参考資料」

（要約）前第１四半期損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間

(自 平成19年５月１日

 至 平成19年７月31日）

売上高 2,831,246

売上原価 730,789

売上総利益 2,100,457

販売費及び一般管理費

　 販売費及び一般管理費合計 1,926,152

営業利益 174,305

営業外収益

　 受取利息 446

　 受取配当金 188

　 営業補償金 27,783

　 その他 489

　 営業外収益合計 28,907

営業外費用

　 支払利息 12,600

　 その他 261

　 営業外費用合計 12,861

経常利益 190,351

特別利益 ―

特別損失 ―

税引前四半期純利益 190,351

法人税、住民税及び事業税 85,658

法人税等調整額 ―

法人税等合計 85,658

四半期純利益 104,693
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東和フードサービス㈱(3329)平成21年４月期第１四半期決算短信(非連結)

（要約）前第１四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円）

前第１四半期累計期間

(自 平成19年５月１日
　至 平成19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 190,351

　 減価償却費 105,000

　 退職給付引当金の増減額（△減少額） 6,170

　 受取利息及び受取配当金 △ 438

　 支払利息 12,600

　 売上債権の増減額（△増加額） 41,508

　 前払費用の増減額（△増加額） 8,816

　 仕入債務の増減額（△減少額） △ 8,051

　 未払金の増減額（△減少額） △ 91,969

　 未払賞与の増減額（△減少額） △ 99,143

　 前受収益の増減額（△減少額） △ 27,783

　 その他 △ 55,704

　 小 計 81,355

　 利息及び配当金の受取額 709

　 利息の支払額 △ 12,600

　 法人税等の支払額 △ 135,535

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 66,071

　 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 △ 27,275

　 関係会社株式の取得による支出 △ 5,000

　 貸付けによる支出 △ 800

　 保証金の回収による収入 21,841

　 敷金の差入による支出 △ 76,057

　 敷金の回収による収入 7,425

　 その他 2,221

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 77,644

　 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 △ 38,292

　 配当金の支払額 △ 30,699

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 68,991

　 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △ 212,706

　 現金及び現金同等物の期首残高 1,073,278

　 現金及び現金同等物の四半期末残高 860,571
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