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1.  平成21年4月期第3四半期の業績（平成20年5月1日～平成21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 ％

21年4月期第3四半期 8,775 ― 361 ― 334 ― 127 ―
20年4月期第3四半期 8,774 6.6 556 17.6 557 △2.5 276 △6.0

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3四半期 62.41 62.12
20年4月期第3四半期 135.09 134.47

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3四半期 7,238 3,518 48.5 1,723.47
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3四半期  3,512百万円 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  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 11,400 △2.8 410 △42.2 380 △46.0 150 △57.4 73.52

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3四半期  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3四半期  8,317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3四半期  2,040,262株 20年4月期第3四半期  2,046,550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．平成20年11月18日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想は、平成21年３月５日付「通期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．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３四半期累計期間における外食業界をとりまく環境は、景気の後退局面がより鮮明となる中、消費

者の生活防衛意識が一層高まるなど厳しい状況で推移いたしました。なお、輸入食材の価格も従来の水準

まで下がらず、まだ高止まりの状況にあります。 

 このような状況の下、当社は経営理念「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」

の下、コンセプト『あったら楽しい店・手の届く贅沢』を具現化するため、各店舗に「スマイルリーダ

ー」という高い基準で笑顔の接客をできる人材を育成・配置し、顧客満足の向上を図ることで、業績向上

に取組んでまいりました。 

 また当期の課題である「顧客確保・客数回復」への取組みとしては、ボジョレーヌーボーや、冬の食材

を活かした季節商品の提供や、冬祭りと題しリピートに繋がるスピードくじを実施いたしました。また、

１月には感謝ウィークとして全品10％オフ販売を実施いたしました。商品面におきましては、スパゲッテ

ィをよりおいしくするためにオリーブオイルやバターを約30％増量し、よりコクがあってお客様の印象に

残り、リピートに繋がるソースの改良に取組んでまいりました。 

 さらに、中長期的視点からの取組みである事業再構築として、11月にダッキーダック渋谷店を珈琲茶房

椿屋に、ダッキーダック日比谷店（1階と地階の２フロア）の地階フロアをスパゲッティ食堂ドナ日比谷

店に、それぞれ業態変更するとともに、日比谷店１階フロアをコンビニエンスストアとし集客力の向上を

図りました。 

 これらの取組みの結果、当第３四半期累計期間の売上高は、87億75百万円（前年同期比 0.01％増）、

営業利益は、3億61百万円（前年同期比35.1％減）、経常利益は、3億34百万円（前年同期比40.0％減）と

なりました。 

 さらに、当第３四半期において、第６期定時株主総会で打ち切り支給の決議を行った役員退職慰労金を

全額返上したことにより、役員退職慰労引当金の全額取り崩しによる特別利益40百万円を計上いたしまし

たが、業態変更や既存店舗の改装による固定資産除却損等の特別損失を計上したことにより四半期純利益

は1億27百万円（前年同期比54.0％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３四半期末における総資産は、72億38百万円となり、前事業年度末比3億31百万円減少いたしま

した。このうち、流動資産は15億18百万円となり、現金及び預金が4億11百万円減少したこと等によっ

て、前事業年度末比2億39百万円減少いたしました。また、固定資産は57億20百万円となり、投資その

他の資産の減少等によって、前事業年度末比92百万円減少いたしました。  

 ②負債 

当第３四半期末における負債は37億20百万円となり、一年以内返済予定長期借入金の減少等によっ

て、前事業年度末比4億円減少いたしました。 

③純資産 

当第３四半期末における純資産は35億18百万円となり、前事業年度末比68百万円増加となり、自己資

本比率は前事業年度末の45.5％から48.5％へと改善しております。 

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、1億73百万円増加いたしました。 

 これは、減価償却費3億52百万円や税引前四半期純利益2億33百万円といった増加要因があった一方、

法人税等の支払額2億70百万円や未払賞与の減少額1億19百万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、3億29百万円減少いたしました。 

 これは、有形固定資産の売却による収入86百万円及び敷金の回収による収入39百万円といった増加要

因があった一方、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4億23百

万円といった減少要因があったこと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、2億55百万円減少いたしました。 

 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8

億47百万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。 

  

通期業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績を踏まえ、平成20年11月18日に公表した業

績予想を平成21年３月５日付「通期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。 

  
  

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

3. 業績予想に関する定性的情報
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税金費用について、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。 

  

  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。 

  

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21年１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 825,772 1,237,528 

売掛金 336,130 271,179 

商品 1,251 1,512 

製品 18,219 26,432 

原材料 58,303 57,466 

貯蔵品 12,119 5,051 

前払費用 116,988 118,321 

繰延税金資産 19,721 19,721 

未収還付法人税等 37,449 － 

その他 93,467 20,802 

貸倒引当金 △876 △418 

流動資産合計 1,518,548 1,757,597 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,585,358 1,645,563 

工具、器具及び備品（純額） 215,652 216,649 

土地 1,257,487 1,307,487 

リース資産（純額） 127,362 － 

その他（純額） 1,904 4,223 

有形固定資産合計 3,187,765 3,173,923 

無形固定資産 22,062 14,449 

投資その他の資産   

長期前払費用 25,349 37,467 

繰延税金資産 117,978 134,429 

差入保証金 781,325 817,811 

敷金 1,571,776 1,618,528 

その他 14,050 16,155 

貸倒引当金 △10 △11 

投資その他の資産合計 2,510,470 2,624,380 

固定資産合計 5,720,298 5,812,753 

資産合計 7,238,847 7,570,351 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１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 234,277 273,724 

1年内返済予定の長期借入金 170,340 876,040 

1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

リース債務 28,800 － 

未払金 352,471 407,466 

未払賞与 67,762 186,904 

未払費用 89,374 79,221 

未払法人税等 － 151,607 

未払消費税等 46,667 48,425 

預り金 52,130 28,481 

その他 3,295 － 

流動負債合計 1,125,121 2,131,872 

固定負債   

社債 440,000 480,000 

長期借入金 1,702,081 1,144,072 

リース債務 114,052 － 

退職給付引当金 277,747 282,096 

その他 61,410 82,804 

固定負債合計 2,595,292 1,988,972 

負債合計 3,720,413 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 2,176,505 2,100,196 

自己株式 △18,606 △11,536 

株主資本合計 3,514,248 3,445,009 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,336 △1,026 

評価・換算差額等合計 △1,336 △1,026 

新株予約権 5,522 5,522 

純資産合計 3,518,434 3,449,506 

負債純資産合計 7,238,847 7,570,351 
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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）

当第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) 

売上高 8,775,073 

売上原価 2,282,933 

売上総利益 6,492,140 

販売費及び一般管理費 6,130,584 

営業利益 361,555 

営業外収益  

受取利息 1,919 

受取配当金 207 

受取補償金 10,964 

受取家賃 8,300 

その他 1,430 

営業外収益合計 22,821 

営業外費用  

支払利息 44,450 

不動産賃貸原価 1,488 

その他 3,520 

営業外費用合計 49,459 

経常利益 334,917 

特別利益  

固定資産売却益 14,043 

立退補償金 16,926 

役員退職慰労引当金戻入額 40,943 

特別利益合計 71,914 

特別損失  

固定資産除却損 86,166 

固定資産売却損 159 

店舗閉鎖損失 62,811 

減損損失 3,060 

訴訟解決金及び訴訟関連費用 21,000 

特別損失合計 173,197 

税引前四半期純利益 233,634 

法人税等 106,303 

四半期純利益 127,330 
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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) 

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 

減価償却費 352,371 

減損損失 3,060 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,348 

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 

受取利息及び受取配当金 △2,126 

支払利息 44,450 

固定資産売却損益（△は益） △13,884 

固定資産除却損 86,166 

店舗閉鎖損失 62,811 

立退補償金 △16,926 

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 

たな卸資産の増減額（△は増加） 568 

前払費用の増減額（△は増加） 3,121 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 791 

長期前払費用の増減額（△は増加） △460 

仕入債務の増減額（△は減少） △39,446 

未払金の増減額（△は減少） △31,672 

未払賞与の増減額（△は減少） △119,142 

未払費用の増減額（△は減少） 8,189 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△8,235 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,042 

預り金の増減額（△は減少） 23,649 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,295 

小計 507,471 

利息及び配当金の受取額 2,136 

利息の支払額 △44,275 

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 

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,871 
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（単位：千円）

当第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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △489 

有形固定資産の取得による支出 △423,695 

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 

貸付けによる支出 △1,000 

貸付金の回収による収入 3,449 

差入保証金の差入による支出 △22,358 

差入保証金の回収による収入 26,626 

敷金の差入による支出 △16,992 

敷金の回収による収入 39,042 

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 

投資活動によるキャッシュ・フロー △329,757 

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 

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 △10,379 

自己株式の取得による支出 △7,070 

配当金の支払額 △50,728 

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,869 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411,755 

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 825,772 
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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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（要約）前第３四半期損益計算書 

  

 
  

「参考」

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年１月31日)

科目 金額（千円）

Ⅰ 売上高 8,774,407

Ⅱ 売上原価 2,240,790

   売上総利益 6,533,617

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,976,838

   営業利益 556,778

Ⅳ 営業外収益 59,664

Ⅴ 営業外費用 59,358

   経常利益 557,083

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 48,871

   税引前四半期純利益 508,212

   税金費用 231,744

   四半期純利益 276,468
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（要約）前第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

 

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年１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

   税引前四半期純利益 508,212

   減価償却費 291,750

   減損損失 18,322

   退職給付引当金の増減額(△減少額) 10,424

     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

   社債発行費償却 11,649

   固定資除却損 22,726

   売上債権の増加額(△増加額) 74,681

   前払費用の増減額(△増加額) △ 11,414

   仕入債務の増減額(△減少額) △ 13,656

   未払金の増減額(△減少額) △ 15,277

   未払賞与の増減額(△減少額) △ 105,142

   前受収益の増減額(△減少額) △ 55,566

   その他 △ 10,514

    小計 752,512

   利息及び配当金の受取額 1,568

   利息の支払額 △ 28,837

   法人税等の支払額 △ 272,928

  営業活動によるキャッシュ・フロー 452,314

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

   定期預金の払戻による収入 500,000

   有形固定資産の取得による支出 △ 604,030

   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

   保証金の差入による支出 △ 6,694

   保証金の回収による収入 48,435

   敷金の差入による支出 △ 182,025

   敷金の回収による収入 43,767

   その他 5,089

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 701,258

Ⅲ 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 800,000

   長期借入金の返済による支出 △ 1,268,117

   社債の発行による収入 588,350

   自己株式の取得による支出 △ 3,257

   配当金の支払額 △ 51,243

  財務活動によるキャッシュ・フロー 65,732

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △ 183,211

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四半期末残高 890,067
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