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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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9月期第1四半期 678 3.9 △124 ― △126 ― △109 ―

20年9月期第1四半期 706 ― △78 ― △106 ― △109 ―

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9月期第1四半期 △3,036.85 ―

20年9月期第1四半期 △6,792.25 ―

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9月期第1四半期 1,386 △367 △26.8 △10,284.31

20年9月期 1,697 △254 △15.4 △7,050.93

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  △371百万円 20年9月期  △113百万円

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9月期 ― ― ― ― ―

21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 1,540 7.1 △80 ― △90 ― △95 ― △2,633.25

通期 3,180 5.6 40 ― 20 ― 10 ― 277.18

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、２ページ【定性的情報・連結財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、２ページ【定性的情報・連結財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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9月期第1四半期  36,077株 20年9月期  36,077株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  36,077株 20年9月期第1四半期  16,112株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題を発端とした世界的な金融危機によ

る株価の下落、急激な円高等の影響により、企業の設備投資や個人消費が減少し、景気の減速により厳しさを増し

ました。また、当社グループが属する複合カフェ業界におきましては、複合カフェの認知度が向上する一方、業態

の健全化に対して業界全体としての課題も浮き彫りとなってまいりました。

  このような状況のもと、積極的にフランチャイズ開発を行う一方、直営店を中心に業態の健全化につながる出店

立地の多様化や、店舗及び業態イメージの改善に努めて参りましたが、新規出店はＦＣ店１店舗だけとなりまし

た。

  このような状況を踏まえ、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高678,677千円（前期比3.9％減）、

経常損失126,983千円（前期比19.5％増）、四半期純損失109,562千円（前期比0.1％増）と不本意な結果となりま

した。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間の総資産は、1,386,625千円となり、前連結会計年度末と比較して310,430千円減少致

しました。その主な要因は、店舗の売却による有形固定資産の減少、店舗売却による敷金の返還によるものであり

ます。負債は、1,753,703千円となり、前連結会計年度末と比較して197,735千円減少致しました。その主な要因は、

買掛金の減少、借入金の返済によるものであります。また純資産は、△367,077千円となり、前連結会計年度末と

比較して112,695千円減少致しました。　

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年12月19日に公表いたしました連結業績予想に変更はございません。

 

４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

(3) 四半期連結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

①　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品のうち主としてコミックは先入先出法、その

他及び貯蔵品は最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、商品のうち主としてコ

ミックは先入先出法、その他及び貯蔵品は最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響はありません。　　
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 174,774 425,113

受取手形及び売掛金 371,098 425,871

商品 49,563 39,770

貯蔵品 6,266 5,636

その他 136,808 136,365

貸倒引当金 △216,765 △223,001

流動資産合計 521,747 809,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 392,620 424,659

その他（純額） 12,510 14,439

有形固定資産合計 ※  405,131 ※  439,099

無形固定資産 8,315 8,207

投資その他の資産   

敷金及び保証金 425,580 426,001

その他 38,115 35,094

貸倒引当金 △12,263 △21,101

投資その他の資産合計 451,432 439,993

固定資産合計 864,878 887,300

資産合計 1,386,625 1,697,056

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 195,083 215,012

短期借入金 1,011,428 1,124,528

1年内返済予定の長期借入金 120,672 129,750

未払法人税等 3,776 12,165

リース資産減損勘定 64,068 64,909

その他 206,673 247,803

流動負債合計 1,601,702 1,794,168

固定負債   

長期リース資産減損勘定 66,321 83,499

その他 85,680 73,770

固定負債合計 152,001 157,269

負債合計 1,753,703 1,951,438
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 965,829 965,829

資本剰余金 753,446 753,446

利益剰余金 △2,089,682 △1,980,119

株主資本合計 △370,407 △260,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △627 △299

評価・換算差額等合計 △627 △299

少数株主持分 3,957 6,762

純資産合計 △367,077 △254,381

負債純資産合計 1,386,625 1,697,056
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 678,677

売上原価 637,740

売上総利益 40,936

販売費及び一般管理費 ※  165,690

営業損失（△） △124,753

営業外収益  

受取利息 227

受取手数料 3,062

協賛金収入 1,388

雑収入 4,402

その他 250

営業外収益合計 9,330

営業外費用  

支払利息 10,757

その他 803

営業外費用合計 11,561

経常損失（△） △126,983

特別利益  

収用補償金 16,529

貸倒引当金戻入額 495

特別利益合計 17,024

税金等調整前四半期純損失（△） △109,958

法人税、住民税及び事業税 2,408

少数株主損失（△） △2,804

四半期純損失（△） △109,562
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △109,958

減価償却費 22,400

長期前払費用償却額 2,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,155

受取利息及び受取配当金 △227

支払利息 10,757

店舗売却益 △16,529

雑収入 △4,402

売上債権の増減額（△は増加） 21,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,424

仕入債務の増減額（△は減少） △19,928

未払金の増減額（△は減少） △3,622

前払費用の増減額（△は増加） 3,186

長期前払費用の増減額（△は増加） △12,746

未収入金の増減額（△は増加） 4,108

預け金の増減額（△は増加） 3,744

未払費用の増減額（△は減少） 9,460

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

155

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,737

預り金の増減額（△は減少） 1,745

前受金の増減額（△は減少） △30,627

リース資産減損勘定の増減（△は減少） △18,019

その他 7,767

小計 △162,906

利息及び配当金の受取額 216

利息の支払額 △14,468

法人税等の支払額 △10,952

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,111

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 △5,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 15,000

有形固定資産の取得による支出 △17,892

店舗の売却による収入 18,603

収用補償金の受取額 32,700

無形固定資産の取得による支出 △680

敷金及び保証金の差入による支出 △850

敷金及び保証金の回収による収入 13,270

貸付けによる支出 △1,904

貸付金の回収による収入 1,700
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,939

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △113,100

長期借入金の返済による支出 △9,078

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △255,350

現金及び現金同等物の期首残高 420,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  164,763
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結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

当社グループは、過去において出店した直営店舗の立ち上がりが予想以上に悪く、損益を圧迫するとともに店舗

について多額の減損損失を計上し、また一部のフランチャイズ加盟店において多額の滞留債権が発生し貸倒引当金

を計上するなど過去に大幅な損失の計上をしています。　

また当第１四半期連結会計期間において、店舗資産の売却及び滞留債権の回収を図り、赤字幅は縮小したものの

FC開発案件が減少したことにより、124,753千円の営業損失、126,983千円の経常損失及び109,562千円の四半期純

損失を計上した結果、367,077千円の債務超過になっております。　

これにより、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。　

当社グループは、当該状況を解消すべく経営の再構築を進めており、当連結会計年度において以下の対応策を実

施してまいります。

１．事業再構築

平成20年９月30日に実施しました第三者割当増資334,218千円の資金を直営店出店及びシステム投資に活用

することにより、当社グループの収益力のアップと管理体制の強化を図り、業績の向上へ活かしてまいりま

す。

２．直営店舗の売却　

既存の直営店舗のうち一部を売却し、固定資産の圧縮を図ると同時にキャッシュ・フローの改善を図ります。

３．金融機関等からの経済的支援

取引先銀行等からの経済的支援として、平成21年11月まで引続き借入金返済額を一部減免しております。

４．他企業からの業務提携を前提とした資金調達

当社グループの強みである貸しスペースビジネス及びメディアビジネスのノウハウを活かし、収益力アップ

と新ビジネスの創出が共同で出来る企業と業務及び資本提携を結び、資金調達を実施してまいります。

　以上の結果、四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連

結財務諸表には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
直営店事業
（千円）

フランチャイズ
関連事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上 292,094 386,582 678,677 － 678,677

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 292,094 386,582 678,677 － 678,677

営業利益又は営業損失（△） △14,795 55,732 40,936 △165,690 △124,753

 （注）１．事業は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要事業内容

事業区分 主な事業内容

直営店事業　 飲食店、喫茶店の直営店舗運営　

フランチャイズ関連事業　 ＦＣ加盟店向け物品の卸販売及び運営サポート　

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 706,292

Ⅱ　売上原価 648,884

売上総利益 57,407

Ⅲ　販売費及び一般管理費 136,177

営業損失 78,769

Ⅳ　営業外収益 6,470

Ⅴ　営業外費用 33,939

経常損失 106,239

Ⅵ　特別利益 16,888

Ⅶ　特別損失 17,896

税金等調整前四半期純損失 107,246

法人税、住民税及び事業税 3,794

少数株主損失（△）　 △1,598

四半期純損失 109,441
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（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

 
直営店事業
（千円）

フランチャイズ
関連事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上 372,210 334,081 706,292 － 706,292

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 372,210 334,081 706,292 － 706,292

営業利益又は営業損失（△） △17,455 74,863 57,407 △136,177 △78,769

 

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。　

６．その他の情報

該当事項はありません。　
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