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1.  平成23年4月期第2四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年10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 ％

23年4月期第2四半期 4,864 △6.1 190 19.8 176 24.3 15 △66.6
22年4月期第2四半期 5,182 △11.6 159 △43.0 141 △46.5 46 △46.7

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4月期第2四半期 7.54 ―
22年4月期第2四半期 22.58 ―

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4月期第2四半期 7,274 3,536 48.6 1,735.27
22年4月期 7,279 3,537 48.6 1,735.64

（参考） 自己資本   23年4月期第2四半期  3,536百万円 22年4月期  3,537百万円

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4月期 ― 10.00 ― 7.50 17.50
23年4月期 ― 7.50
23年4月期 

（予想）
― 7.50 15.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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 10,200 0.5 370 19.9 350 24.3 80 5.8 39.25



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

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4月期2Q 2,046,600株 22年4月期  2,046,600株
② 期末自己株式数 23年4月期2Q  8,490株 22年4月期  8,317株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期2Q 2,038,174株 22年4月期2Q 2,038,283株

※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いません。 

※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。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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第２四半期累計期間における外食業界を取巻く環境は、個人所得の低迷から消費者の節約志向によ

る外食控えが依然継続するなど、厳しい状況で推移いたしました。  

このような状況下、当社は「客数回復、ファンづくり」を最重要経営課題として、コンセプトの「あ

ったら楽しい」、「手の届く贅沢」の具現化に取り組んでまいりました。  

メニュー開発、販売促進では、季節の変化にきめ細かく対応した商品の提供に努め、旬の食材とし

て、春は鰆、夏は初鰹、秋には金目鯛を使った「魚パスタシリーズ」、夏はトマト、秋には林檎を丸ご

と使った「丸ごとパスタシリーズ」などの独創的なメニューにより、お客様に季節の味覚を楽しんでい

ただいております。  

商品では、スイーツの開発強化に取り組み、季節感溢れるスイーツとして、初夏はブルーベリーロー

ルケーキ、夏は氷菓サマースイーツ、秋には林檎タルトや秋栗モンブラン～アールグレイの香り～など

を提供し、お客様からご好評をいただいております。  

出店では、当社得意分野への経営資源の集中により、10月にはケーキスタジオを新設したダッキーダ

ック池袋ルミネ店とコーヒー豆販売店併設の銀座椿屋珈琲荻窪タウンセブン店の２店舗を改装オープン

いたしました。今後も喫茶・カフェの出店を前広に進めてまいります。（11月10日ダッキーダック港南

台バーズ店、11月16日ココナッツカフェ柏高島屋ステーションモール店を新規出店。） 

 また、フードコートには、「カフェダッキーダック」を２店舗（あびこショッピングプラザ店、アリ

オ橋本店）新規出店いたしました。 

以上の結果、第２四半期累計期間の売上高は48億64百万円（前年同四半期比6.1％減）、営業利益は

１億90百万円(前年同四半期比19.8％増）、経常利益は１億76百万円(前年同四半期比24.3％増）とな

り、既存店舗の改装等に係る固定資産除却損20百万円、減損損失24百万円、および資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額71百万円を特別損失に計上したことから四半期純利益は15百万円(前年同四半期

比66.6％減）となりました。  

  

  

（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総資産は、前事業年度末比４百万円減少し72億74百万円となりまし

た。これは主に、売掛金55百万円の増加があったものの、有形固定資産の減価償却等による減少があっ

たこと等によるものであります。 

負債は、前事業年度末比３百万円減少し37億38百万円となりました。これは主に、リース債務110百

万円の増加があったものの、長期借入金の返済による減少があったこと等によるものであります。  

純資産は、前事業年度末比１百万円減少し35億36百万円となり、自己資本比率は48.6％となりまし

た。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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、13億97百万円

で前事業年度末に比較して27百万円増加しました。 

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 

営業活動の結果得られた資金は、３億36百万円（前年同四半期比17.7％減）となりました。 

これは主に、減価償却費が２億18百万円、税引前四半期純利益が65百万円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 

投資活動の結果使用した資金は、91百万円（前年同四半期比751.1％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１億30百万円あった一方、敷金の回収による収入が40

百万円あったこと等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 

財務活動の結果使用した資金は、２億17百万円（前年同四半期比21.5％増）となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出が１億30百万円、社債の償還による支出が40百万円あった

こと等によるものであります。  

  

  

平成22年６月15日に公表いたしました、平成23年４月期の業績予想に変更はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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《簡便な会計処理》 

該当事項はありません。 

  

《特有の会計処理》 

 税金費用の計算 

当第２四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。 

  

  

 資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期会計期間より、「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２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ2,033千円減少し、税引前

四半期純利益は85,356千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は78,564千円であります。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,397,458 1,369,751 

売掛金 300,304 244,342 

商品及び製品 20,125 21,570 

原材料及び貯蔵品 66,863 72,937 

前払費用 107,328 114,644 

繰延税金資産 30,890 30,890 

その他 11,119 30,337 

貸倒引当金 △454 △406 

流動資産合計 1,933,635 1,884,067 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,300,710 1,409,580 

工具、器具及び備品（純額） 139,648 162,851 

土地 1,257,487 1,257,487 

リース資産（純額） 286,207 185,056 

その他（純額） 6,060 1,554 

有形固定資産合計 2,990,114 3,016,529 

無形固定資産 25,573 24,028 

投資その他の資産   

長期前払費用 22,059 28,211 

繰延税金資産 130,511 132,239 

差入保証金 609,139 621,185 

敷金 1,541,678 1,552,872 

その他 22,119 20,494 

貸倒引当金 △8 △4 

投資その他の資産合計 2,325,498 2,354,999 

固定資産合計 5,341,186 5,395,557 

資産合計 7,274,822 7,279,624 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 213,399 228,825 

1年内返済予定の長期借入金 281,300 274,300 

1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

リース債務 77,705 52,249 

未払金 303,111 345,491 

未払賞与 120,000 111,209 

未払費用 72,224 68,904 

未払法人税等 62,228 81,588 

未払消費税等 42,655 22,101 

預り金 28,360 15,607 

店舗閉鎖損失引当金 17,889 25,808 

資産除去債務 3,800 － 

リース資産減損勘定 3,567 2,275 

その他 2,045 2,045 

流動負債合計 1,308,286 1,310,407 

固定負債   

社債 280,000 320,000 

長期借入金 1,482,066 1,619,216 

リース債務 243,591 159,035 

退職給付引当金 271,277 270,761 

資産除去債務 91,039 － 

長期リース資産減損勘定 1,133 1,502 

その他 60,751 60,980 

固定負債合計 2,429,859 2,431,495 

負債合計 3,738,145 3,741,903 

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 2,200,083 2,200,003 

自己株式 △18,881 △18,606 

株主資本合計 3,537,552 3,537,746 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △876 △24 

評価・換算差額等合計 △876 △24 

純資産合計 3,536,676 3,537,721 

負債純資産合計 7,274,822 7,279,624 
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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21年５月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 5,182,243 4,864,755 

売上原価 1,334,549 1,272,500 

売上総利益 3,847,693 3,592,255 

販売費及び一般管理費 3,688,348 3,401,418 

営業利益 159,345 190,836 

営業外収益   

受取利息 1,056 492 

受取配当金 477 286 

受取家賃 11,905 11,910 

受取手数料 － 3,682 

その他 4,063 730 

営業外収益合計 17,502 17,102 

営業外費用   

支払利息 30,966 28,262 

不動産賃貸原価 1,931 1,731 

その他 2,141 1,732 

営業外費用合計 35,039 31,727 

経常利益 141,809 176,211 

特別利益   

新株予約権戻入益 5,522 － 

立退補償金 4,049 6,743 

特別利益合計 9,571 6,743 

特別損失   

固定資産除却損 10,055 20,675 

店舗閉鎖損失 6,319 － 

減損損失 － 24,652 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 9,404 － 

本社移転費用 19,569 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,800 

その他 230 － 

特別損失合計 45,579 117,128 

税引前四半期純利益 105,800 65,826 

法人税等 59,777 50,458 

四半期純利益 46,023 15,367 
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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21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成22年10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 105,800 65,826 

減価償却費 249,757 218,950 

新株予約権戻入益 △5,522 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,800 

減損損失 － 24,652 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,589 515 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84 52 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 9,404 － 

受取利息及び受取配当金 △1,534 △779 

支払利息 30,966 28,262 

立退補償金 △4,049 △6,743 

固定資産除却損 10,055 20,675 

店舗閉鎖損失 6,319 － 

本社移転費用 19,569 － 

売上債権の増減額（△は増加） △18,770 △55,962 

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,943 7,518 

前払費用の増減額（△は増加） △756 6,356 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,180 5,171 

長期前払費用の増減額（△は増加） 892 231 

仕入債務の増減額（△は減少） △5,013 △15,425 

未払金の増減額（△は減少） △21,332 7,458 

未払賞与の増減額（△は減少） △8,718 8,790 

未払費用の増減額（△は減少） 23,505 3,492 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

1,417 △5,329 

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,902 27,604 

預り金の増減額（△は減少） 16,487 12,753 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 197 △591 

小計 441,197 425,282 

利息及び配当金の受取額 1,587 755 

利息の支払額 △31,882 △27,476 

本社移転費用の支払額 △8,107 － 

法人税等の支払額 △30,036 △62,176 

法人税等の還付額 35,889 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 408,647 336,385 
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △160,999 △130,822 

固定資産の除却による支出 △249 △1,048 

投資有価証券の取得による支出 △3,001 △656 

貸付けによる支出 － △4,100 

貸付金の回収による収入 2,008 982 

差入保証金の差入による支出 △36,000 △2,000 

差入保証金の回収による収入 158,166 14,046 

敷金の差入による支出 △19,857 △14,214 

敷金の回収による収入 4,923 40,190 

店舗閉鎖に伴う支出 △3,394 △150 

店舗立退に伴う補償金収入 7,680 6,743 

その他 40,000 △228 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,722 △91,255 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △88,550 △130,150 

社債の償還による支出 △40,000 △40,000 

リース債務の返済による支出 △19,869 △31,738 

自己株式の取得による支出 － △274 

配当金の支払額 △30,511 △15,260 

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,931 △217,423 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 218,993 27,706 

現金及び現金同等物の期首残高 1,179,562 1,369,751 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,398,555 1,397,458 
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 当第２四半期累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

当社は、フードサービス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。  

  

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 当第２四半期累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年10月31日） 

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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