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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 2,998 2.3 66 △33.6 70 △37.5 △46 ―
22年3月期第2四半期 2,932 1.1 100 ― 112 ― 47 4.5

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

23年3月期第2四半期 △7.63 ―
22年3月期第2四半期 7.73 7.71

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

23年3月期第2四半期 5,380 4,587 84.7 745.26
22年3月期 5,450 4,656 84.8 757.69

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,554百万円 22年3月期  4,623百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 6,002 3.4 86 △41.9 103 △39.6 134 413.7 21.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等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。 
なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料2ページ「業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 6,252,004株 22年3月期  6,252,004株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  140,763株 22年3月期  149,663株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 6,108,995株 22年3月期2Q 6,090,921株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資に一部回復の兆しが見られるものの、国

際金融情勢の影響で株式市場が不安定なこともあり、先行き不透明な状況が続いております。 

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、個人消費が低迷する中、低価格化の進行等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22年4月カフェ・ルノアール国立南口駅前店、5月六本木ラピロス店、

7月新宿靖国通り店及び銀座1丁目柳通り店、9月池袋北口駅前店の5店舗を新規オープンいたしました。 

また、平成22年4月銀座松屋通り店、5月神田南口駅前店、京急川崎駅前店、ニューヨーカーズ・カフェ高田馬場さ

かえ通り店及びニューヨーカーズ・カフェ駿河台4丁目店、6月川崎銀柳街店、秋葉原店及びカフェ・ルノアール秋

葉原昭和通り口店、7月高田馬場2丁目店、8月ニューヨーカーズ・カフェ水道橋東口店、9月阿佐ヶ谷南口駅前店、

新大久保駅前店、立川南口店及び新宿3丁目ビッグスビル店の14店舗を改装オープンいたしました。 

なお、平成22年7月カフェ・ミヤマ大久保駅前店、9月大崎ニューシティー店の2店舗を閉店いたしましたので、当

第2四半期連結累計期間の店舗数は110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2,998百万円(前年同期比66百万円増)、営業利益は66百万円(前

年同期比33百万円減)、経常利益は70百万円(前年同期比42百万円減)、四半期純損失は46百万円(前年同期は47百万

円の純利益)となりました。 

  

（２）連結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 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、5,380百万円となり前連結会計年度末に比べ70百万円減少となりまし

た。これは主に、繰延税金資産が35百万円、有形固定資産が173百万円増加したものの、現金及び預金が239百万

円、敷金及び保証金が73百万円減少したこと等によるものであります。 

負債は792百万円となり前連結会計年度末に比べ1百万円の減少となりました。これは主に、その他流動負債が74百

万円増加したものの、未払法人税等が69百万円減少したこと等によるものであります。 

また、純資産は4,587百万円となり前連結会計年度末に比べ68百万円の減少となりました。これは主に、利益剰余

金が減少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、944百万円となり前連結会計年

度末に比べ239百万円減少いたしました。 

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47百万円(前年同期比201百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半

期純損失が81百万円、法人税等の支払額が64百万円計上されたこと及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

が105百万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271百万円(前年同期比241百万円増)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177百万円、長期貸付金の貸付が31百万円、敷金及び保証金の支払が50百万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15百万円(前年同期比3百万円減)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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第2四半期連結会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年5月13日に公表

しました平成23年3月期の連結業績予想を修正しました。詳しくは、平成22年11月2日に公表した、「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

(簡便な会計処理の概要) 

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。 

(特有の会計処理の概要) 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(会計処理基準に関する事項の変更) 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第1四半期累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用してお

ります。 

これにより、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は3百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は

109百万円増加しております。 

(表示方法の変更) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年10月26日)に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用によ

り、当第2四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 988,388 1,227,777

売掛金 34,848 37,684

有価証券 503 506

商品 23,059 18,010

貯蔵品 5,210 －

繰延税金資産 36,222 329

その他 141,496 133,907

流動資産合計 1,229,727 1,418,216

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,199,983 2,988,704

減価償却累計額 △1,857,143 △1,818,851

建物（純額） 1,342,840 1,169,852

工具、器具及び備品 359,994 370,814

減価償却累計額 △319,985 △331,706

工具、器具及び備品（純額） 40,008 39,108

土地 444,582 444,582

その他 1,858 2,248

減価償却累計額 △1,744 △1,723

その他（純額） 113 524

有形固定資産合計 1,827,545 1,654,067

無形固定資産   

商標権 12,491 13,532

ソフトウエア 12,993 11,306

無形固定資産合計 25,484 24,839

投資その他の資産   

投資有価証券 82,176 90,158

長期貸付金 41,450 18,760

敷金及び保証金 2,018,217 2,091,347

その他 161,834 159,360

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,297,467 2,353,414

固定資産合計 4,150,497 4,032,321

資産合計 5,380,225 5,450,537
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,726 59,347

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 11,064 80,106

賞与引当金 50,220 57,300

株主優待引当金 6,196 15,478

その他 301,212 226,595

流動負債合計 497,418 508,828

固定負債   

退職給付引当金 109,944 106,135

役員退職慰労引当金 104,733 98,135

繰延税金負債 1,523 2,312

その他 78,624 78,624

固定負債合計 294,825 285,207

負債合計 792,244 794,036

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 2,783,251 2,849,409

自己株式 △65,293 △69,433

株主資本合計 4,551,718 4,613,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,771 9,962

評価・換算差額等合計 2,771 9,962

少数株主持分 33,491 32,803

純資産合計 4,587,980 4,656,501

負債純資産合計 5,380,225 5,450,537
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,932,134 2,998,431

売上原価 349,690 356,568

売上総利益 2,582,443 2,641,862

販売費及び一般管理費 2,482,157 2,575,250

営業利益 100,286 66,612

営業外収益   

受取利息 745 607

受取配当金 457 671

受取家賃 50,142 50,676

その他 9,262 6,761

営業外収益合計 60,607 58,716

営業外費用   

支払利息 518 517

不動産賃貸費用 43,031 43,713

その他 4,493 10,603

営業外費用合計 48,043 54,835

経常利益 112,849 70,493

特別損失   

固定資産廃棄損 19,660 19,344

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105,679

過年度社会保険料 － 26,005

その他 1,300 700

特別損失合計 20,960 151,729

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

91,889 △81,235

法人税等 45,059 △35,296

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △45,939

少数株主利益又は少数株主損失（△） △265 687

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47,095 △46,627
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

91,889 △81,235

減価償却費 115,830 114,544

長期前払費用償却額 13,036 12,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,029 3,809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,317 6,597

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,290 △7,080

株主優待引当金の増減額(△は減少) △8,810 △9,282

受取利息及び受取配当金 △1,202 △1,278

支払利息 518 517

固定資産廃棄損 19,660 19,344

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105,679

売上債権の増減額（△は増加） △2,569 2,835

たな卸資産の増減額（△は増加） △940 △10,258

仕入債務の増減額（△は減少） △4,480 △620

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,776 △7,612

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,079 △6,218

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,092 △39,869

その他 △1,754 8,678

小計 233,051 111,194

利息及び配当金の受取額 1,264 1,317

利息の支払額 △651 △527

法人税等の支払額 △7,048 △64,745

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 248,737 47,239

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 △26,734 △26,690

定期預金の払戻による収入 26,606 26,658

長期貸付けによる支出 － △31,406

長期貸付金の回収による収入 2,496 8,716

有形固定資産の取得による支出 △86,120 △177,147

敷金及び保証金の回収による収入 90,103 7,032

敷金及び保証金の差入による支出 － △50,061

その他 △36,744 △28,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,393 △271,447

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の処分による収入 － 2,952

自己株式の取得による支出 △278 △35

配当金の支払額 △18,139 △18,130

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,417 △15,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 199,926 △239,421

現金及び現金同等物の期首残高 828,619 1,183,893

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,028,545 944,472
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該当事項はありません。 

  

  

当社グループは、喫茶等事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

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）セグメント情報

（６）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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