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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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 ％

22年8月期第2四半期 570 7.4 136 40.3 140 12.8 55 △20.1
21年8月期第2四半期 531 19.1 97 △25.4 124 △8.9 70 △10.1

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8月期第2四半期 1,084.68 1,058.80
21年8月期第2四半期 1,293.05 1,238.62

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8月期第2四半期 2,195 1,946 88.3 37,584.30
21年8月期 2,203 1,934 87.6 37,428.22

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  1,939百万円 21年8月期  1,929百万円

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8月期 ― ― ― 1,100.00 1,100.00
22年8月期 ― ―
22年8月期 

（予想）
― 900.00 900.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31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 1,240 15.5 280 62.2 280 22.9 140 9.2 2,715.13
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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  無  

(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） 

(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 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8月期第2四半期 55,131株 21年8月期  55,101株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  3,538株 21年8月期  3,538株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第2四半期 51,584株 21年8月期第2四半期 54,145株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条件に基づいたものです。予想は様々
な不確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異なる可能性があります。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等により一部で持ち直しの動きが見られるものの、

企業業績の悪化は続いており、これに伴う雇用不安や所得減少から、個人消費の復調水準は低いまま推移し、依然と

して厳しい状況が続いております。 

 このような環境の中、当社は一部では外食市場の環境悪化の影響を受けたものの、主力の出前館事業におきまし

て、平成21年12月に「出前館」サイトの更新を実施し、Ｔポイントの付与・利用、各種並べ替え機能の装備等の様々

なユーザビリティ向上を図りオーダー数の増加に取り組みました。 

 また、同年同月にサイト更新に伴うシステム障害により、一部時間帯でサイト停止が発生したものの、影響は一時

的なものであり、オーダー数は四半期会計期間での過去 高記録を更新しております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％増）、経常利益は 千円（前

年同期比 ％増）、四半期純利益は 千円（前年同期比 ％減）となりました。  

＜出前館事業＞ 

 出前館事業におきましては、当第２四半期会計期間末における会員数は約310万人、加盟店舗数は約9,470店舗、オ

ーダー数は四半期会計期間過去 高の約164万件となり、着実に会員数、店舗数及びオーダー数を増加させておりま

す。 

 以上の結果、出前館事業の売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

＜広告代理事業＞ 

 広告代理事業におきましては、企業の広告出稿意欲減退による影響が非常に大きく受注獲得が困難な状況でありま

した。 

 以上の結果、広告代理事業の売上高は 千円（前年同期比 ％減）となりました。 

＜駆けつけ館事業＞ 

 駆けつけ館事業におきましては、引き続き加盟店舗開発に取り組んでおりますが、オーダー数増加に結びつけるま

でには至りませんでした。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％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

570,589 7.4 140,746

12.8 55,952 20.1

事業部門別 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

増減 

前事業年度 

（自 平成20年９月１日 

  至 平成21年２月28日） 

（自 平成21年９月１日 

  至 平成22年２月28日）

（自 平成20年９月１日 

  至 平成21年８月31日）

金額(千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 増減率(%) 金額（千円） 構成比(%) 

出前館事業  516,316  97.1 561,851 98.5 45,535  8.8  1,051,934 97.9

広告代理事業  4,233  0.8 3,333 0.6 △899  △21.3  4,411 0.4

駆けつけ館事業  10,946  2.1 5,404 0.9 △5,542  △50.6  17,681 1.7

合計  531,496  100.0 570,589 100.0 39,093  7.4  1,074,027 100.0

561,851 8.8

3,333 21.3

5,404 50.6

夢の街創造委員会株式会社（2484）平成22年８月期第２四半期決算短信（非連結）
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末比 千円増加し、 千円となりました。増

加の主要因は、未収収益が 千円減少したものの、現金及び預金が 千円増加したことによるものであり

ます。 

 固定資産は前事業年度末比 千円減少し、 千円となりました。減少の主要因は、ソフトウェアが

千円増加したものの、長期性預金が 千円減少したことによるものであります。 

 以上により総資産残高は、前事業年度末比 千円減少し、 千円となりました。 

 負債残高は前事業年度末比 千円減少し、 千円となりました。減少の主要因は、未払金が 千円

増加したものの、ポイント引当金が 千円減少したことによるものであります。 

 純資産残高は前事業年度末比 千円増加し、 千円となりました。増加の主な要因は、その他有価証

券評価差額金が 千円増加したこと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、定期預金の払戻による収入等に

より、前事業年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、 千円（前年同期は 千円の増加）であり

ます。これは主として税引前四半期純利益 千円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２四半期累計期間における投資活動による資金の増加は、 千円（前年同期は 千円の減少）であ

ります。これは主として定期預金の預入による支出 千円及び無形固定資産の取得による支出 千円があ

ったものの、定期預金の払戻による収入 千円があったこと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２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、 千円（前年同期は 千円の減少）であり

ます。これは主として配当金の支払による支出 千円によるものであります。   

  

  

 当期の業績予想につきましては、平成21年10月９日に発表しております予想と変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．財政状態に関する定性的情報

142,139 1,198,167

47,353 172,778

149,588 997,421

38,508 200,000

7,448 2,195,589

19,369 249,573 54,898

63,769

11,920 1,946,016

8,692

72,778 491,763

68,599 84,931

99,534

58,898 434,852

100,000 40,559

200,000

54,718 76,723

55,931

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

夢の街創造委員会株式会社（2484）平成22年８月期第２四半期決算短信（非連結）
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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22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 991,763 818,984

売掛金 171,843 146,724

前払費用 5,926 5,816

繰延税金資産 31,012 33,106

未収収益 540 47,893

未収入金 － 10,500

その他 4,392 46

貸倒引当金 △7,311 △7,043

流動資産合計 1,198,167 1,056,028

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,004 8,004

減価償却累計額 △2,679 △2,290

建物（純額） 5,324 5,714

工具、器具及び備品 95,487 94,945

減価償却累計額 △74,157 △68,121

工具、器具及び備品（純額） 21,329 26,823

土地 139 139

有形固定資産合計 26,793 32,676

無形固定資産   

ソフトウエア 201,768 163,260

その他 12,336 2,560

無形固定資産合計 214,104 165,821

投資その他の資産   

投資有価証券 683,243 668,600

長期預金 － 200,000

破産更生債権等 445 1,981

長期前払費用 1,142 1,434

差入保証金 19,822 19,822

繰延税金資産 51,486 57,826

その他 828 828

貸倒引当金 △445 △1,981

投資その他の資産合計 756,523 948,512

固定資産合計 997,421 1,147,010

資産合計 2,195,589 2,203,038

夢の街創造委員会株式会社（2484）平成22年８月期第２四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 203,384 148,485

未払費用 1,400 1,329

未払法人税等 33,657 43,345

未払消費税等 3,726 8,368

前受金 291 258

預り金 5,828 2,727

前受収益 912 533

ポイント引当金 － 63,769

その他 371 124

流動負債合計 249,573 268,942

負債合計 249,573 268,942

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,350 1,106,725

資本剰余金 658,450 657,825

利益剰余金 487,700 488,466

自己株式 △240,358 △240,358

株主資本合計 2,013,142 2,012,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74,055 △82,747

評価・換算差額等合計 △74,055 △82,747

新株予約権 6,929 4,184

純資産合計 1,946,016 1,934,095

負債純資産合計 2,195,589 2,203,038

夢の街創造委員会株式会社（2484）平成22年８月期第２四半期決算短信（非連結）
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 531,496 570,589

売上原価 82,323 115,368

売上総利益 449,173 455,220

販売費及び一般管理費 351,670 318,424

営業利益 97,502 136,796

営業外収益   

受取利息 27,033 3,597

その他 568 390

営業外収益合計 27,602 3,987

営業外費用   

株式交付費 71 37

自己株式取得費用 302 －

その他 5 －

営業外費用合計 379 37

経常利益 124,725 140,746

特別利益   

ポイント引当金戻入額 － 39,482

特別利益合計 － 39,482

特別損失   

ソフトウエア臨時償却費 － 61,520

会員権評価損 2,578 －

システム障害対応費 － 19,173

特別損失合計 2,578 80,694

税引前四半期純利益 122,147 99,534

法人税、住民税及び事業税 63,573 41,100

法人税等調整額 △11,438 2,482

法人税等合計 52,134 43,582

四半期純利益 70,012 55,952

夢の街創造委員会株式会社（2484）平成22年８月期第２四半期決算短信（非連結）
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 281,700 293,358

売上原価 42,393 73,129

売上総利益 239,306 220,229

販売費及び一般管理費 177,593 162,344

営業利益 61,713 57,884

営業外収益   

受取利息 14,727 619

その他 124 193

営業外収益合計 14,851 813

営業外費用   

株式交付費 37 －

その他 2 －

営業外費用合計 40 －

経常利益 76,525 58,697

特別損失   

会員権評価損 2,578 －

システム障害対応費 － 19,173

特別損失合計 2,578 19,173

税引前四半期純利益 73,947 39,524

法人税、住民税及び事業税 41,024 19,525

法人税等調整額 △9,169 △1,639

法人税等合計 31,855 17,886

四半期純利益 42,091 21,638

夢の街創造委員会株式会社（2484）平成22年８月期第２四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年２月28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 122,147 99,534

減価償却費 29,388 37,993

会員権評価損 2,578 －

株式報酬費用 1,565 2,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,894 △1,267

ポイント引当金の増減額（△は減少） 31,534 △63,769

ソフトウエア臨時償却費 － 61,520

システム障害対応費 － 19,173

受取利息及び受取配当金 △27,033 △3,597

株式交付費 71 37

自己株式取得費用 302 －

売上債権の増減額（△は増加） △8,562 △23,583

仕入債務の増減額（△は減少） 5,484 △46,702

その他 1,362 5,646

小計 160,734 87,732

利息及び配当金の受取額 7,752 50,950

システム障害対応費の支払額 － △19,173

法人税等の支払額 △83,554 △50,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,931 68,599

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 200,000

定期預金の預入による支出 △100,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,083 △541

無形固定資産の取得による支出 △34,019 △40,559

投資有価証券の取得による支出 △800,000 －

その他 250 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,852 58,898

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 7,179 1,212

配当金の支払額 △48,604 △55,931

自己株式の取得による支出 △35,298 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,723 △54,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △426,644 72,778

現金及び現金同等物の期首残高 1,044,222 418,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 617,578 491,763
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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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