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1.  平成21年4月期第2四半期の業績（平成20年5月1日～平成20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 ％

21年4月期第2四半期 5,864 ― 279 ― 265 ― 86 ―
20年4月期第2四半期 5,682 6.2 321 25.4 336 8.5 162 3.7

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2四半期 42.30 42.10
20年4月期第2四半期 79.57 79.20

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2四半期 7,936 3,499 44.0 1,712.91
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2四半期  3,493百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 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 11,800 0.6 560 △21.1 530 △24.7 220 △37.5 102.87

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2四半期  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2四半期  7,017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2四半期  2,041,010株 20年4月期第2四半期  2,046,583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20年6月13日）に公表いたしました業績予想は、平成20年11月18日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正していおります。 
2.本資料に記載し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。 
3.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。  
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当第2四半期累計期間における外食業界をとりまく状況は、未曾有の資源高を受けた食材価格の高騰、

景気後退感の強まりを背景とした消費者の生活防衛意識の高まりによる外食控えに加え、食の安全・安心

に対する消費者意識の一層の高まりなど、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、当社は「味覚とサービスを通して都会生活に楽しい食の場を提供する」という経営

理念の下、「あったら楽しい」、「手の届くぜいたく」をコンセプトとして、旬の食材を活かした季節メ

ニューの強化や、夏祭り、スピードくじなどの販促イベント、ＪＲ東日本をはじめ鉄道各社とのタイアッ

プによるSuica・PASMOキャンペーン、笑顔の接客サービスの実施など「顧客確保・客数回復」の取組みに

注力してまいりました。  

 さらに、中長期的な視点から事業再構築に取組み、10月に錦糸町店（東京都墨田区）を「スパゲッティ

食堂ドナ」から「お好み焼・もんじゃ焼のぱすたかん」に業態変更いたしましたが、変更後の売上は順調

に推移し、変更前比約20％の増収となっております。このような状況を判断して、業態変更を積極的に進

め、ダッキーダック日比谷店（東京都千代田区）をドナへ、同じく渋谷店（東京都渋谷区）を茶房椿屋へ

業態変更いたしました。（ドナ日比谷店は11月19日に、茶房椿屋は11月20日にオープン。）  

 当第2四半期累計期間における出店実績は、5月に株式会社プロントコーポレーションとの業務提携に基

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、9月には埼玉県越谷

市にオープンした日本最大級のショッピングセンターのイオンレイクタウンに「ダッキーダック」、和風

高級喫茶の「珈琲茶房花仙堂」等3店舗を、10月には「ぱすたかん平塚ラスカ店（神奈川県平塚市）」を

新規出店した他、セルフカフェの「プチカフェ」を愛煙家のための全席喫煙ＯＫで、セミ・セルフサービ

スの「カフェトバコ（東京都千代田区）」としてリニューアルオープンいたしました。  

 これらの取組みの結果、椿屋珈琲店を始めとする「カフェ部門」や「ぱすたかん部門」の業績は順調に

推移したものの、「ダッキーダック部門」と「ドナ部門」の既存店売上高が前年同期を下回ったことか

ら、当第2四半期累計期間の売上高は58億64百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益は2億79百万円（前

年同期比13.0％減）、経常利益は2億65百万円（前年同期比21.3％減）となりました。さらに、業態変更

や既存店舗の改装による固定資産除却損、退店した店舗に係る店舗閉鎖損失及び退店を決定した店舗に係

る店舗閉鎖損失引当金繰入額等の特別損失1億20百万円を計上したことにより、四半期純利益は86百万円

（前年同期比47.0％減）となりました。 

  「前年同期比増減率（前年同期比の金額）は参考として記載しております」 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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(1)資産、負債及び純資産の状況    

 ①資産 

 当第2四半期会計期間末の財政状態は、総資産が79億36百万円となり、前事業年度末に比較して3億

65百万円増加しました。 

 流動資産は3億95百万円増加しておりますが、これは、主に現金及び預金が3億72百万円増加してい

るためであります。 

 固定資産は29百万円減少しておりますが、これは、主に業態変更、改装および退店などによる固定

資産の除却、差入保証金の減少によるものであります。 

 ②負債 

 当第2四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末に比較して3億16百万円増加しまし

た。 

これは、市場金利の動向から借換の一部を前倒したことにより借入金が2億81百万円増加したこと等

によるものであります。 

 なお、借入金・社債と現金及び預金との相殺後残高は12億10百万円で、前事業年度末に比較して1

億31百万円減少しております。 

 ③純資産 

 当第2四半期会計期間末における純資産の残高は、主に利益剰余金の増加により前事業年度末に比

べて49百万円増加し、34億99百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第2四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、3億72百万円増

加し、16億10百万円となりました。 

  当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

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、2億79百万円増加いたしました。 

 これは、減価償却費2億19百万円や税引前四半期純利益1億58百万円といった増加要因があった一

方、法人税等の支払額1億34百万円や利息の支払額31百万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、1億7百万円減少いたしました。 

 これは、新規出店及び業態変更に伴う店舗改装などの有形固定資産の取得による支出2億13百万円

が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、2億1百万円増加いたしました。 

 これは、長期借入れによる収入7億円といった増加要因があった一方、長期借入金の返済による支

出4億19百万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. 財政状態に関する定性的情報
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通期業績予想につきましては、当第2四半期累計期間の業績を踏まえ、期初（平成20年6月13日）に公

表した業績予想を平成20年11月18日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正いたしておりま

す。  

 今後も、事業再構築のさらなる推進、コンセプトの「あったら楽しい」、「手の届くぜいたく」に沿

って、より専門性を高め、笑顔の接客サービスやフェア、イベントなどの販売促進策の実施により集客

力を高めるとともに、新しく大型商業施設内のフードコートへの出店なども計画しております。 

  

税金費用について、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。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準 

 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リース取引に関する会計基準 

 当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日、最終改

正平成19年3月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成6年1月18日、最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早

期適用しております。 

③棚卸資産の評価に関する会計基準 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企

業会計基準第9号）を適用しております。 

  

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20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,610,200 1,237,528

売掛金 286,032 271,179

商品 862 1,512

製品 28,094 26,432

原材料 59,905 57,466

貯蔵品 3,984 5,051

前払費用 129,846 118,321

繰延税金資産 19,721 19,721

その他 14,673 20,802

貸倒引当金 △679 △418

流動資産合計 2,152,642 1,757,597

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,597,420 1,645,563

工具、器具及び備品（純額） 218,431 216,649

土地 1,257,487 1,307,487

リース資産（純額） 89,658 －

その他（純額） 1,911 4,223

有形固定資産合計 3,164,909 3,173,923

無形固定資産 17,161 14,449

投資その他の資産   

長期前払費用 29,569 37,467

繰延税金資産 135,293 134,429

差入保証金 793,266 817,811

敷金 1,630,082 1,618,528

その他 13,324 16,155

貸倒引当金 △15 △11

投資その他の資産合計 2,601,521 2,624,380

固定資産合計 5,783,592 5,812,753

資産合計 7,936,234 7,570,351
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 261,935 273,724

1年内返済予定の長期借入金 542,540 876,040

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

リース債務 19,220 －

未払金 497,769 407,466

未払賞与 158,184 186,904

未払費用 71,395 79,221

未払法人税等 88,741 151,607

未払消費税等 32,981 48,425

預り金 16,203 28,481

店舗閉鎖損失引当金 8,135 －

その他 2,982 －

流動負債合計 1,780,090 2,131,872

固定負債   

社債 440,000 480,000

長期借入金 1,758,516 1,144,072

リース債務 79,912 －

退職給付引当金 276,276 282,096

その他 102,289 82,804

固定負債合計 2,656,993 1,988,972

負債合計 4,437,084 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 2,155,894 2,100,196

自己株式 △16,331 △11,536

株主資本合計 3,495,913 3,445,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,285 △1,026

評価・換算差額等合計 △2,285 △1,026

新株予約権 5,522 5,522

純資産合計 3,499,150 3,449,506

負債純資産合計 7,936,234 7,570,351
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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）

当第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) 

売上高 5,864,162

売上原価 1,507,780

売上総利益 4,356,381

販売費及び一般管理費 4,076,611

営業利益 279,769

営業外収益  

受取利息 1,320

受取配当金 198

受取補償金 10,964

その他 3,329

営業外収益合計 15,812

営業外費用  

支払利息 28,011

その他 2,468

営業外費用合計 30,479

経常利益 265,103

特別利益  

固定資産売却益 14,043

特別利益合計 14,043

特別損失  

固定資産売却損 159

固定資産除却損 68,173

店舗閉鎖損失 44,284

店舗閉鎖損失引当金繰入額 8,135

特別損失合計 120,752

税引前四半期純利益 158,394

法人税等 72,069

四半期純利益 86,324
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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) 

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

減価償却費 219,113

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） 265

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 8,135

受取利息及び受取配当金 △1,518

支払利息 28,011

固定資産売却損益（△は益） △13,884

固定資産除却損 68,173

店舗閉鎖損失 44,284

売上債権の増減額（△は増加） △14,852

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,384

前払費用の増減額（△は増加） △8,393

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,661

長期前払費用の増減額（△は増加） △648

仕入債務の増減額（△は減少） △11,788

未払金の増減額（△は減少） 27,143

未払賞与の増減額（△は減少） △28,720

未払費用の増減額（△は減少） △7,847

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△899

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,177

預り金の増減額（△は減少） △12,277

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,982

小計 442,951

利息及び配当金の受取額 1,594

利息の支払額 △31,121

法人税等の支払額 △134,035

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,387

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

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

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 2,097

差入保証金の差入による支出 △18,869

差入保証金の回収による収入 17,196

敷金の差入による支出 △16,840

敷金の回収による収入 31,503

その他の収入 19,484

その他の支出 △9,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,964
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（単位：千円）

当第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) 

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

社債の償還による支出 △40,000

リース債務の返済による支出 △4,281

自己株式の取得による支出 △4,794

配当金の支払額 △30,618

財務活動によるキャッシュ・フロー 201,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 372,672

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 1,610,200
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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。 

  

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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前中間損益計算書 

「参考」

前中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)
百分率

(％)

Ⅰ 売上高 5,682,663 100.0

Ⅱ 売上原価 1,468,079 25.8

   売上総利益 4,214,583 74.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,893,107 68.5

   営業利益 321,475 5.7

Ⅳ 営業外収益 58,335 1.0

Ⅴ 営業外費用 43,110 0.8

   経常利益 336,701 5.9

Ⅵ 特別利益 ― ―

Ⅶ 特別損失 37,309 0.6

   税引前中間純利益 299,391 5.3

   法人税、住民税及び 

   事業税
191,926

   法人税等調整額 △55,378 136,547 2.4

   中間純利益 162,844 2.9
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前中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税引前中間純利益 299,391

   減価償却費 206,441

   減損損失 18,322

   退職給付引当金の増減額(△減少額) 2,589

   役員退職慰労引当金の増減額(△減少額) △ 510

   貸倒引当金の増減額(△減少額) △ 107

   受取利息及び受取配当金 △ 1,607

   支払利息 28,032

   社債利息 1,522

   社債発行費償却 11,649

   固定資産除却損 17,704

   売上債権の増減額(△増加額) 87,470

   たな卸資産の増減額(△増加額) △ 11,567

   前払費用の増減額(△増加額) △ 35,314

   その他流動資産の増減額(△増加額) 41,033

   長期前払費用の増減額(△増加額) △ 3,505

   仕入債務の増減額(△減少額) △ 6,168

   未払金の増減額(△減少額) 2,418

   未払賞与の増減額(△減少額) △ 12,608

   未払費用の増減額(△減少額) △ 12,193

   未払法人税等の増減額(△減少額） △ 189

   未払消費税等の増減額(△減少額) △ 16,659

   預り金の増減額(△減少額) △ 13,023

   前受収益の増減額(△減少額) △ 55,566

    小計 547,554

   利息及び配当金の受取額 1,068

   利息の支払額 △ 28,265

   法人税等の支払額 △ 120,413

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
399,943
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前中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △500,000

   有形固定資産の取得による支出 △209,199

   投資有価証券の取得による支出 △ 133

   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

   貸付金の回収による収入 3,077

   保証金の差入による支出 △71

   保証金の回収による収入 17,774

   敷金の差入による支出 △145,504

   敷金の回収による収入 27,074

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△812,781

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

   長期借入による収入 300,000

   長期借入金の返済による支出 △336,825

   社債の発行による収入 588,350

   自己株式の取得による支出 △ 165

   配当金の支払額 △31,096

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
520,264

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

  増減額(△減少額)
107,426

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高
1,073,278

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末残高
1,180,705
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