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1.  平成23年4月期の業績（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年4月期 9,542 △6.0 317 2.9 297 5.7 32 △56.6
22年4月期 10,153 △11.1 308 △25.4 281 △27.1 75 △40.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年4月期 16.10 ― 0.9 4.0 3.3
22年4月期 37.09 ― 2.1 3.8 3.0

（参考） 持分法投資損益 23年4月期  ―百万円 22年4月期  ―百万円

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 7,502 3,538 47.2 1,735.98
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  3,538百万円 22年4月期  3,537百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年4月期 581 △222 △154 1,575
22年4月期 673 △75 △408 1,369

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年4月期 ― 10.00 ― 7.50 17.50 35 47.2 1.0
23年4月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 30 93.1 0.9
24年4月期(予想) ― 7.50 ― 7.50 15.00 27.8

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 4,850 △0.3 181 △5.2 166 △5.8 60 290.4 29.44
通期 9,700 1.6 370 16.5 350 17.7 110 235.2 53.97



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 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） 23年4月期 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 8,490 株 22年4月期 8,317 株
③ 期中平均株式数 23年4月期 2,038,142 株 22年4月期 2,038,283 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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、添付資
料２ページ「経営成績に関す分析」をご覧下さい。 
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① 当事業年度の経営成績  

 当事業年度における外食業界は、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とし

て継続する中、３月11日に発生した東日本大震災、及び福島第１原子力発電所の事故に伴う計画停電

による外食自粛傾向、商業施設等の営業時間短縮などの厳しい環境下で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社は「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」と

いう経営理念のもと、コンセプトの「あったら楽しい」、「手の届く贅沢」の具現化により「客数回

復、ファンづくり」に取組んでまいりました。 

  

 商品、販売促進面では、四季を八季に分け、季節の変化にきめ細かく対応したフェアを年間を通し

て実施し、旬の食材を使ったシーズンメニューにより、お客様に季節の味を楽しんでいただいており

ます。  

 ２月からスパゲッティ食堂ドナおよびダッキーダックにおいて、スパゲッティの３サイズ（Ｓ、

Ｍ、Ｌ）を導入し、Ｍ、Ｌは同価格、Ｓは「100円引かさせていただきます」で提供し、状況に応じた

サイズをお客様が自由にお選びいただけることから、ご好評いただいております。 

 椿屋珈琲グループでは、珈琲豆自家焙煎への取組みを進め、12月に新規出店した「自家焙煎・焼き

たてパン銀座椿屋珈琲池上店」内に焙煎機を設置、自家焙煎珈琲豆への切替えにより、一段と香りの

高い美味しいコーヒーを提供いたしております。 

 さらに、紅茶メニューの充実を図り、ダッキーダック、および椿屋珈琲グループでは、自社製フレ

ッシュケーキに相性の良い飲み物を提案する「ケーキセット」を発売いたしました。 

  

 出店は、当社得意分野への経営資源の集中により、ダッキーダック、および椿屋珈琲グループを中

心に、上記の銀座椿屋珈琲池上店の他、９月にカフェダッキーダックアリオ橋本店、11月にココナッ

ツカフェ柏高島屋ステーションモール店、ダッキーダック港南台バーズ店を、４月には茶房椿屋タカ

シマヤタイムズスクエア店を新規出店いたしました。          

 創作お好み焼のぱすたかんでは、４月に江戸前お好み焼屋という新しいテーマに基づく「こてがえ

し新宿店」を改装オープンし、大江戸焼きなど創作お好み焼ならではの独創的なメニューを訴求して

おります。 

 （なお、今後、テーマ性を追求した店舗の出店に注力し、平成23年５月には、南欧をイメージした

「カフェアランシア横浜店」（アランシアはイタリア語でオレンジ色）を横浜そごう９階に、同年６

月には、グラタン＆ドリアの店「銀座ココット」をＪＲ立川駅直結のグランデュオ立川７階に出店い

たします。） 

 これらの取組みの結果、売上高は95億42百万円（前年同期比6.0％減）となりました。 

  

 販売費及び一般管理費につきましては、ローコストオペレーションへの取組み等により、人件費の

売上高に対する比率は前年同期の32.4％から31.1％へ低下いたしました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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 東日本大震災の当社への影響につきましては、お客様、当社従業員の人的被害はなく、店舗および

事業所での物的被害は軽微で、災害による損失は４百万円と限定的なものとなりました。 

 震災発生直後より東和ジェイズグループ全体で支援活動に取組み、店舗、事業所での義援金募金箱

の設置、および被災された皆様への支援をいち早くお届けしたいとの思いから、震災と原子力発電所

事故とが重なり厳しい状況下にある福島県への義援金の寄付、救援物資の直接搬送等を行ってまいり

ました。 

  

 以上の結果、営業利益は３億17百万円（前年比2.9％増）、経常利益は２億97百万円（前年比5.7％

増）となりましたが、減損損失89百万円、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、当期純利益は32百万円（56.6％減）となりました。    

  

  

部門別の概況につきましては、以下のとおりであります。 

【ダッキーダック部門】（レストラン：期末店舗数   26店舗、１店舗増加）                            

           （セルフカフェ：期末店舗数  ４店舗、１店舗増加） 

           （ケーキショップ：期末店舗数 ３店舗、増減なし）   

「あったら楽しい」、「手の届く贅沢」をコンセプトに、喫茶、食事に気楽にご利用いただけるカフ

ェ業態として、併設のケーキスタジオで製造するフレッシュケーキに相性の良い飲み物を提案する

「ケーキセット」や、季節の食材を豊富に使ったスパゲッティとスープ、スイーツ、ドリンクとのセ

ットメニュー（プチディナー）を販売いたしております。 

当事業年度において、ダッキーダック港南台バーズ店、カフェダッキーダックアリオ橋本店を出店

し、売上高は、30億31百万円（前年比6.9％減）となりました。 

  

【椿屋珈琲グループ】（期末店舗数32店舗、３店舗増加）     

椿屋に代表される高級喫茶は、“和”大正ロマンをテーマにした内装・雰囲気、商品、接客サービス

が一体となり、「非（脱）日常的な古きよき時代の雰囲気の中で、美味しく香り高い珈琲と良質のケ

ーキ・スイーツを楽しみ、ゆとりとくつろぎの60分を過ごす」を提供いたしております。椿屋珈琲グ

ループでは、12月に新規出店した「自家焙煎焼きたてパン銀座椿屋珈琲池上店」で焙煎する珈琲豆へ

の切替えにより、一段と香りの高いコーヒーの提供が可能となり、お客様にご好評をいただいており

ます。 

 当事業年度は、ココナッツカフェ柏高島屋ステーションモール店、銀座椿屋珈琲池上店、茶房椿屋

タカシマヤタイムズスクエア店の３店を新規出店し、売上高は、25億11百万円（前年比2.5％増）とな

りました。 
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【ドナ部門】（期末店舗数34店舗、４店舗減少） 

「スパゲッティ食堂」をコンセプトに、夜はワイン、ビールを傾けながら、美味しい自社製生麺のス

パゲッティを楽しんでいただいております。 

同価格による３サイズ（S,M,L）の提供、さらにSサイズは「100円引かさせていただきます」の訴求

は、お客様のニーズに合ったサイズを自由にお選びいただける商品提供としてご好評いただいており

ます。 

４月には、ドナ横須賀店を新たにカレー専門店として「横須賀カレードナ」に改装し、食事はもちろ

んスナックとしてのカレーを提案しております。 

売上高は、23億64百万円（前年比16.4％減）となりました。 

  

【ぱすたかん部門】（期末店舗数17店舗、増減なし）    

「共食とセルフクッキングの楽しさ」をコンセプトに、手軽な価格でごちそう感のあるお好み焼きメ

ニューを提供しております。 

４月に江戸前お好み焼きという新しいテーマに基づく「こてがえし新宿店」を改装オープンいたしま

した。大江戸焼き、深川焼きなどの独創的メニューを取り揃え、ゆっくりお酒も楽しんでいただける

店として、お客様にご利用いただいております。 

売上高は、11億円（前年比10.3％減）となりました。 

  

【その他】 

 自社製ソース・ドレッシング・ケーキなどの外販を行っております。 

 売上高は、２億15百万円（前年比0.3％増）となりました。 

 また、「プロント」は４月に新宿駅東口店を新規出店し、３店舗を運営いたしております。 

 売上高は、３億18百万円（前年比81.6％増）となりました。 

  

② 次期の見通し 

 今後の日本経済の見通しにつきましては、主に東日本大震災および節電の影響により、景気の先行

きの不透明な状況が継続し、消費者の節約志向はさらに強まると予想され、外食業界の経営環境はよ

り厳しさを増すものと考えております。 

 このような中、当社は顧客志向を徹底し、コンセプト「あったら楽しい」、「手の届く贅沢」の具

現化に取組み、競争力のある喫茶・カフェへの経営資源の集中、季節の変化にきめ細かく対応したフ

ェアの実施などにより客数回復、ファンづくりにつなげてまいります。 

 また、新規出店は一店舗ごとにテーマ性を追求し、スクラップ＆ビルドの中での立地と規模を吟味

した適正出店を行ってまいります。 

  

 以上によって、通期では、売上高97億円（前年比1.7％増）、営業利益３億70百万円（前年比16.5％

増）、経常利益３億50百万円（前年比17.7％増）、当期純利益１億10百万円（235.2％増）を見込んで

おります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況  

当事業年度末における総資産は7,502百万円となり、前事業年度末比で222百万円増加しました。そ

のうち、流動資産が前事業年度末比で249百万円増加、固定資産が前事業年度末比で26百万円減少し

ております。 

これは主に現金及び預金の増加、減価償却および減損損失等による有形固定資産が減少したことに

よるものであります。 

負債は3,964百万円となり、前事業年度末比222百万円増加しました。 

 これは主にリース債務の増加および資産除去債務の計上によるものです。 

純資産は3,538百万円となり、前事業年度末と大きな増減はありませんでした。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,575百万円で前事業年

度末に比較して205百万円増加しました。当事業年度におけるキャッシュ・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）  

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、581百万円（前年同期比13.6％減）となり

ました。これは主に、税引前当期純利益が107百万円、減価償却費が473百万円あったこと等による

ものであります。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、222百万円（前年同期比195.0％増）となり

ました。これは主に新規店舗の出店および業態変更などによる有形固定資産の取得による支出が

238百万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） 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、154百万円（前年同期比62.2％減）となり

ました。これは主に社債の償還による支出が80百万円、リース債務の返済による支出が76百万円あ

ったこと等によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しています。 

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。 

  

  

  

  

  

平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期 平成23年４月期

自己資本比率（％） 45.5 46.8 48.6 47.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

63.2 48.6 50.8 35.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（倍）

2.8 6.9 3.7 4.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

15.6 6.4 11.2 10.4
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当社は、「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」という経営理念のもと、

「あったら楽しい」、「手の届く贅沢」をコンセプトとして、「東京圏ベストロケーション」で「ライ

トフード」を「女性ターゲット」に提供することを目的に、①パスタ＆ケーキの「ダッキーダック」、

②高級喫茶を中心とした「椿屋珈琲グループ」、③スパゲッティ専門店「スパゲッティ食堂ドナ」、④

創作お好み焼「ぱすたかん」の４業態の店舗を１都３県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に集中

出店しております。  

  

当社では、総合指標として、売上高利益率を、安全性の指標として自己資本比率を重視しておりま

す。 

また、外食業界で重要な経営指標の一つであるＦＬコスト（売上原価と人件費の合計、FOODとLABOR

に係るコスト）の売上高比を低減することが重要と考えております。 

  

人口減少、高齢化が一段と進み、デフレ経済の継続、消費者ニーズの多様化等、厳しい経営環境が続

くものと予想されます。 

このような状況下こそ、当社の経営理念、コンセプトはその訴求力はますます高まるものと考え、経

営理念、コンセプトの具現化への取組みを強化するとともに、ローコストオペレーションの確立等によ

り、収益力を向上させ安定した継続的成長を目指します。 

  

「客数回復、ファンづくり」を最重要経営課題として、以下の課題に取組んでまいります。 

① 喫茶・カフェへの経営資源の集中（カフェ化の推進） 

選択と集中により、喫茶・カフェに経営資源を集中してまいります。 

椿屋珈琲グループ、ダッキーダックはもちろん、スパゲッティ食堂ドナ、ぱすたかんにおいても、

カフェ化（軽い食事、スナック、お茶でもＯＫ）を進め、顧客の来店頻度を高めることにより、「客

数回復、ファンづくり」を推進してまいります。  

カフェ化に必須のケーキ、スイーツは、開発を強化し、新作メニューの提供、ケーキスタジオの活

用による作りたてケーキの提供などに注力してまいります。 

  

「カフェアランシア」（アランシアはイタリア語でオレンジ色、店舗内装、ユニホーム、食器等に

オレンジカラーを取入れ、メニューにもオレンジをふんだんに使用）、江戸前お好み焼屋「こてがえ

し」、グラタン＆ドリアの店「銀座ココット」など、一店舗ごとにテーマを設定、内装、ユニホー

ム、食器、メニューに至るまでテーマ性を追求した店創りを進め、「あったら楽しい」、「手の届く

贅沢」の具現化を図ってまいります。 

  

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

   ② テーマ性を追求した店創り
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  ③ ローコストオペレーションの推進  

パート・アルバイトの採用、教育、訓練を強化し、人件費の変動費化、効率化を進めるとともに、

当社の強みである内製化率を高め、ＦＬコスト（売上原価と人件費の合計、FOODとLABORに係るコス

ト）の売上比の低減を目指します。 

  

  

東和フードサービス株式会社（3329）　平成23年４月期　決算短信（非連結）　

8



３．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,369,751 1,575,168 

売掛金 244,342 307,136 

商品及び製品 21,570 23,709 

原材料及び貯蔵品 72,937 68,946 

前払費用 114,644 105,605 

繰延税金資産 30,890 30,231 

その他 30,337 23,610 

貸倒引当金 △406 △493 

流動資産合計 1,884,067 2,133,914 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,349,519 3,461,255 

減価償却累計額 △1,939,939 △2,224,226 

建物（純額） 1,409,580 1,237,029 

構築物 684 684 

減価償却累計額 △670 △677 

構築物（純額） 13 6 

機械及び装置 2,392 2,392 

減価償却累計額 △1,808 △1,944 

機械及び装置（純額） 584 447 

車両運搬具 3,723 3,723 

減価償却累計額 △2,767 △3,111 

車両運搬具（純額） 956 611 

工具、器具及び備品 665,292 700,523 

減価償却累計額 △502,440 △556,789 

工具、器具及び備品（純額） 162,851 143,733 

土地 1,257,487 1,257,487 

リース資産 243,884 456,388 

減価償却累計額 △58,828 △128,794 

リース資産（純額） 185,056 327,593 

有形固定資産合計 3,016,529 2,966,910 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,916 1,233 

リース資産 12,167 12,421 

電話加入権 9,944 9,944 

無形固定資産合計 24,028 23,599 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,891 15,261 

関係会社株式 1,726 1,726 

出資金 300 300 

従業員に対する長期貸付金 1,576 1,630 

長期前払費用 28,211 22,533 

繰延税金資産 132,239 183,009 

差入保証金 621,185 580,069 

敷金 1,552,872 1,573,628 

貸倒引当金 △4 △4 

投資その他の資産合計 2,354,999 2,378,155 

固定資産合計 5,395,557 5,368,665 

資産合計 7,279,624 7,502,580 

負債の部   

流動負債   

買掛金 228,825 227,945 

1年内返済予定の長期借入金 274,300 574,300 

1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

リース債務 52,249 96,149 

未払金 345,491 359,420 

未払賞与 111,209 90,387 

未払費用 68,904 72,869 

未払法人税等 81,588 72,974 

未払消費税等 22,101 26,173 

預り金 15,607 29,096 

前受収益 2,045 2,045 

店舗閉鎖損失引当金 25,808 13,695 

資産除去債務 － 15,793 

リース資産減損勘定 2,275 5,445 

流動負債合計 1,310,407 1,666,299 

固定負債   

社債 320,000 240,000 

長期借入金 1,619,216 1,351,916 

リース債務 159,035 274,164 

退職給付引当金 270,761 270,089 

資産除去債務 － 98,318 

長期預り金 1,500 1,500 

長期預り敷金 59,480 59,251 

長期リース資産減損勘定 1,502 2,913 

固定負債合計 2,431,495 2,298,153 

負債合計 3,741,903 3,964,452 

東和フードサービス株式会社（3329）　平成23年４月期　決算短信（非連結）　

10



(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 673,341 673,341 

資本剰余金   

資本準備金 683,009 683,009 

資本剰余金合計 683,009 683,009 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 2,070,000 2,120,000 

繰越利益剰余金 130,003 82,250 

利益剰余金合計 2,200,003 2,202,250 

自己株式 △18,606 △18,881 

株主資本合計 3,537,746 3,539,719 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24 △1,591 

評価・換算差額等合計 △24 △1,591 

純資産合計 3,537,721 3,538,127 

負債純資産合計 7,279,624 7,502,580 
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 10,153,050 9,542,489 

売上原価   

商品及び原材料期首たな卸高 41,263 40,024 

製品期首たな卸高 20,176 20,794 

当期商品及び原材料仕入高 1,738,811 1,647,849 

当期製品製造原価 881,486 886,586 

ロイヤリティー 5,263 9,554 

合計 2,687,002 2,604,810 

商品及び原材料期末たな卸高 40,024 39,671 

製品期末たな卸高 20,794 22,411 

売上原価合計 2,626,183 2,542,726 

売上総利益 7,526,867 6,999,762 

販売費及び一般管理費 7,218,176 6,682,078 

営業利益 308,690 317,684 

営業外収益   

受取利息 1,819 824 

受取配当金 523 392 

受取家賃 23,718 23,821 

協賛金収入 7,254 5,053 

広告料収入 － 7,085 

その他 6,317 4,305 

営業外収益合計 39,632 41,482 

営業外費用   

支払利息 53,662 50,002 

社債利息 6,656 5,465 

不動産賃貸原価 2,695 2,314 

その他 3,818 3,933 

営業外費用合計 66,832 61,715 

経常利益 281,490 297,451 

特別利益   

立退補償金 44,049 6,743 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 3,164 

新株予約権戻入益 5,522 － 

その他 1,997 － 

特別利益合計 51,568 9,907 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 22,735 28,309 

店舗閉鎖損失 29,415 5,518 

減損損失 54,859 89,361 

災害による損失 － 4,589 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 25,808 － 

本社移転費用 19,569 － 

関係会社株式評価損 3,273 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,800 

その他 480 － 

特別損失合計 156,143 199,580 

税引前当期純利益 176,916 107,778 

法人税、住民税及び事業税 125,778 123,993 

法人税等調整額 △24,472 △49,035 

法人税等合計 101,306 74,958 

当期純利益 75,609 32,820 
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 673,341 673,341 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 673,341 673,341 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 683,009 683,009 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 683,009 683,009 

資本剰余金合計   

前期末残高 683,009 683,009 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 683,009 683,009 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,970,000 2,070,000 

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 50,000 

当期変動額合計 100,000 50,000 

当期末残高 2,070,000 2,120,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 205,350 130,003 

当期変動額   

別途積立金の積立 △100,000 △50,000 

剰余金の配当 △30,574 △15,287 

剰余金の配当（中間配当） △20,382 △15,285 

当期純利益 75,609 32,820 

当期変動額合計 △75,347 △47,752 

当期末残高 130,003 82,250 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,175,350 2,200,003 

当期変動額   

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △30,574 △15,287 

剰余金の配当（中間配当） △20,382 △15,285 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

当期純利益 75,609 32,820 

当期変動額合計 24,652 2,247 

当期末残高 2,200,003 2,202,250 

自己株式   

前期末残高 △18,606 △18,606 

当期変動額   

自己株式の取得 － △274 

当期変動額合計 － △274 

当期末残高 △18,606 △18,881 

株主資本合計   

前期末残高 3,513,094 3,537,746 

当期変動額   

剰余金の配当 △30,574 △15,287 

剰余金の配当（中間配当） △20,382 △15,285 

当期純利益 75,609 32,820 

自己株式の取得 － △274 

当期変動額合計 24,652 1,972 

当期末残高 3,537,746 3,539,719 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,136 △24 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,112 △1,566 

当期変動額合計 2,112 △1,566 

当期末残高 △24 △1,591 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,136 △24 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,112 △1,566 

当期変動額合計 2,112 △1,566 

当期末残高 △24 △1,591 

新株予約権   

前期末残高 5,522 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,522 － 

当期変動額合計 △5,522 － 

当期末残高 － － 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

純資産合計   

前期末残高 3,516,479 3,537,721 

当期変動額   

剰余金の配当 △30,574 △15,287 

剰余金の配当（中間配当） △20,382 △15,285 

当期純利益 75,609 32,820 

自己株式の取得 － △274 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,410 △1,566 

当期変動額合計 21,242 405 

当期末残高 3,537,721 3,538,127 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 176,916 107,778 

減価償却費 512,292 473,383 

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 54,859 89,361 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,096 △671 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △281 86 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 25,808 △4,193 

受取利息及び受取配当金 △2,342 △1,217 

支払利息 53,662 50,002 

社債利息 6,656 5,465 

立退補償金 △44,049 △6,743 

関係会社株式評価損 3,273 － 

固定資産除却損 22,735 28,309 

店舗閉鎖損失 29,415 5,518 

災害損失 － 4,589 

本社移転費用 19,569 － 

売上債権の増減額（△は増加） 15,062 △62,794 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,745 1,852 

前払費用の増減額（△は増加） 11,846 9,396 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,661 5,772 

長期前払費用の増減額（△は増加） △4,780 △4,621 

仕入債務の増減額（△は減少） △386 △879 

未払金の増減額（△は減少） △27,982 △9,947 

未払賞与の増減額（△は減少） △39,509 △20,821 

未払費用の増減額（△は減少） △2,154 4,318 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少） 4,995 △7,002 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,711 15,768 

預り金の増減額（△は減少） 596 13,489 

その他の流動負債の増減額（△は減少） － △3,035 

その他 － △2,468 

小計 798,213 762,497 

利息及び配当金の受取額 2,454 1,142 

利息の支払額 △59,985 △56,178 

本社移転費用の支払額 △8,107 － 

法人税等の支払額 △94,859 △125,604 

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 673,604 581,857 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30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 △300,975 △238,632 

固定資産の除却による支出 △4,725 △5,410 

投資有価証券の取得による支出 △5,995 △835 

貸付けによる支出 － △4,600 

貸付金の回収による収入 2,808 4,687 

差入保証金の差入による支出 △75,343 △2,000 

差入保証金の回収による収入 214,666 25,891 

敷金の差入による支出 △47,083 △57,368 

敷金の回収による収入 99,499 50,490 

店舗閉鎖に伴う支出 △5,434 △1,000 

店舗立退に伴う補償金収入 47,680 6,743 

その他 △430 △228 

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,332 △222,263 

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 － 300,000 

長期借入金の返済による支出 △232,700 △267,300 

社債の償還による支出 △80,000 △80,000 

リース債務の返済による支出 △44,558 △76,186 

自己株式の取得による支出 － △274 

配当金の支払額 △50,824 △30,416 

財務活動によるキャッシュ・フロー △408,083 △154,177 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 190,189 205,417 

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期末残高 1,369,751 1,575,168 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）会計処理方法の変更

前事業年度

(自 平成21年５月１日

至 平成22年４月30日)

当事業年度

(自 平成22年５月１日

至 平成23年４月30日)

― （資産除去債務に関する会計基準等）

 当事業年度より「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）を摘要して

おります。

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ550

千円減少し、税引前当期純利益は105,151千円減少して

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。
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当事業年度(自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日) 

 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） 

当事業年度より「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。 

  

  

前事業年度(自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

（７）財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(持分法損益等)
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

  

前事業年度(自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日) 

     該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日) 

     該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

当事業年度
(自 平成22年５月１日
至 平成23年４月30日)

 

１株当たり純資産額 1,735円64銭

１株当たり当期純利益金額 37円09銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

 

１株当たり純資産額 1,735円98銭

１株当たり当期純利益金額 16円10銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

前事業年度

（平成22年４月30日）

当事業年度

（平成23年４月30日）

純資産の部の合計額(千円) 3,537,721 3,538,127

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,537,721 3,538,127

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（株）
2,038,283 2,038,110

前事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

当事業年度
(自 平成22年５月１日
至 平成23年４月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 75,609 32,820

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 75,609 32,820

普通株式の期中平均株式数(株) 2,038,283 2,038,142

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式 
調整後１株当たり当期純利益の算定に 
含めなかった潜在株式の概要

― ―

(重要な後発事象)
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