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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 2,932 1.1 100 ― 112 ― 47 4.5
21年3月期第2四半期 2,901 ― △4 ― 0 ― 45 ―

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3月期第2四半期 7.73 7.71
21年3月期第2四半期 7.40 7.37

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3月期第2四半期 5,388 4,673 86.1 762.12
21年3月期 5,331 4,643 86.5 757.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,641百万円 21年3月期  4,611百万円

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3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 6,142 5.3 198 ― 220 829.2 99 ― 16.25
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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、3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) 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第2四半期 6,252,004株 21年3月期  6,252,004株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  161,463株 21年3月期  160,762株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 6,090,921株 21年3月期第2四半期 6,094,137株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化の影響による企業収益の減少、雇用

情勢の悪化による個人消費の弱まりなど、依然として好転の兆しが見えない状況が続いており、景気回復への道のり

は非常に険しいものとなっております。 

当社グループが属する喫茶業界におきましては、出店立地の競争や賃料の高騰等様々な課題が顕在化しておりま

す。また、個人消費の弱まりや第2四半期の天候不順により予想以上に売上高の増加が見込めない状況にあります。 

このような状況下、当社グループは、平成21年4月カフェ・ミヤマ新宿南口駅前店、5月水道橋西口店、7月日暮里

谷中店、8月銀座6丁目店の4店舗を改装オープンいたしました。 

なお、平成21年4月日本橋本町店、6月西日暮里第2店及び田端東店、9月本郷3丁目店及び鶴見駅前店の5店舗を閉店い

たしましたので、当第2四半期末の店舗数は107店舗になりました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,932百万円（前年同期比30百万円増）、営業利益は100百万円

（前年同期は4百万円の損失）、経常利益は112百万円（前年同期比112百万円増）、四半期純利益は47百万円（前年

同期比2百万円増）となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、5,388百万円となり前連結会計年度末に比べ56百万円の増加となりまし

た。これは主に、投資その他の資産が95百万円減少したものの、現金及び預金が200百万円増加したこと等によるも

のであります。負債は714百万円となり前連結会計年度末に比べ26百万円の増加となりました。これは主に、未払法

人税等が増加したこと等によるものであります。 

また、純資産は4,673百万円となり前連結会計年度末に比べ30百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金

が増加したこと等によるものであります。 

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、1,028百万円となり前連結会計

年度末に比べ199百万円増加いたしました。 

当第2四半期連結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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は248百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が91百万円、減価

償却費が115百万円計上されたこと等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） 

投資活動の結果使用した資金は30百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が86百万円、敷

金及び保証金の回収による収入が90百万円、その他の支出が36百万円あったこと等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） 

財務活動の結果使用した資金は18百万円となりました。これは主に、配当金の支払額によるものであります。 

  

平成21年5月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。 

（簡便な会計処理の適用） 

固定資産の減価償却の方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

税金費用の計算 

税金費用については当第2四半期連結会計期間を含む連結会計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もり、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。

該当事項はありません。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,072,464 872,410

売掛金 27,592 25,023

商品 18,383 17,442

繰延税金資産 1,014 1,014

その他 136,230 156,499

流動資産合計 1,255,685 1,072,390

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,020,128 3,125,122

減価償却累計額 △1,763,796 △1,844,659

建物（純額） 1,256,332 1,280,462

工具、器具及び備品 373,495 392,491

減価償却累計額 △325,485 △336,270

工具、器具及び備品（純額） 48,010 56,221

土地 445,103 445,103

その他 1,858 1,858

減価償却累計額 △1,684 △1,645

その他（純額） 173 213

有形固定資産合計 1,749,619 1,782,000

無形固定資産   

商標権 14,573 15,668

ソフトウエア 13,119 10,371

無形固定資産合計 27,693 26,040

投資その他の資産   

投資有価証券 89,854 87,821

長期貸付金 21,256 23,752

敷金及び保証金 2,093,710 2,183,814

その他 156,595 161,656

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,355,204 2,450,832

固定資産合計 4,132,518 4,258,873

資産合計 5,388,203 5,331,263
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 52,515 56,996

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 55,295 12,420

賞与引当金 52,400 49,110

株主優待引当金 5,680 14,491

その他 206,922 221,518

流動負債合計 442,814 424,537

固定負債   

退職給付引当金 101,400 98,370

役員退職慰労引当金 91,337 86,019

繰延税金負債 589 460

その他 78,374 78,374

固定負債合計 271,701 263,224

負債合計 714,515 687,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,062,078 1,062,078

利益剰余金 2,872,040 2,843,219

自己株式 △74,922 △74,644

株主資本合計 4,630,877 4,602,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,869 8,960

評価・換算差額等合計 10,869 8,960

少数株主持分 31,940 32,206

純資産合計 4,673,687 4,643,501

負債純資産合計 5,388,203 5,331,263
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,901,476 2,932,134

売上原価 354,804 349,690

売上総利益 2,546,672 2,582,443

販売費及び一般管理費 2,551,090 2,482,157

営業利益又は営業損失（△） △4,418 100,286

営業外収益   

受取利息 1,905 745

受取配当金 717 457

受取家賃 47,471 50,142

その他 7,137 9,262

営業外収益合計 57,233 60,607

営業外費用   

支払利息 659 518

不動産賃貸費用 41,374 43,031

その他 10,203 4,493

営業外費用合計 52,237 48,043

経常利益 577 112,849

特別利益   

投資有価証券売却益 103 －

受取補償金 170,000 －

特別利益合計 170,103 －

特別損失   

固定資産廃棄損 72,955 19,660

固定資産売却損 35 －

立退きに伴う費用 12,570 －

その他 1,090 1,300

特別損失合計 86,650 20,960

税金等調整前四半期純利益 84,030 91,889

法人税等 39,465 45,059

少数株主損失（△） △516 △265

四半期純利益 45,081 47,095
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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利益 84,030 91,889

減価償却費 105,558 115,830

長期前払費用償却額 10,502 13,036

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,180 3,029

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,836 5,317

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,155 3,290

株主優待引当金の増減額(△は減少) △9,063 △8,810

受取利息及び受取配当金 △2,623 △1,202

支払利息 659 518

固定資産売却損益（△は益） 35 －

固定資産廃棄損 72,955 19,660

投資有価証券売却損益（△は益） △103 －

受取補償金 △170,000 －

立退きに伴う費用 12,570 －

売上債権の増減額（△は増加） △11,508 △2,569

たな卸資産の増減額（△は増加） 183 △940

仕入債務の増減額（△は減少） △1,912 △4,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,592 △1,776

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,754 △18,079

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,027 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,636 20,092

その他 △2,488 △1,754

小計 70,917 233,051

利息及び配当金の受取額 2,608 1,264

利息の支払額 △667 △651

補償金の受取額 170,000 －

立退きに伴う費用の支払額 △12,570 －

法人税等の支払額 △111,840 △7,048

法人税等の還付額 － 22,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,447 248,737

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 △26,606 △26,734

定期預金の払戻による収入 16,554 26,606

投資有価証券の売却による収入 154 －

有形固定資産の取得による支出 △242,050 △86,120

有形固定資産の売却による収入 0 －

敷金及び保証金の回収による収入 89,059 90,103

敷金及び保証金の差入による支出 △74,491 －

貸付金の回収による収入 － 2,496

その他 △38,158 △36,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △275,537 △30,393
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △989 △278

配当金の支払額 △18,234 △18,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,223 △18,417

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,313 199,926

現金及び現金同等物の期首残高 1,354,471 828,619

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,178,158 1,028,545
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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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