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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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3月期第2四半期 48,544 1.2 4,097 44.2 4,224 42.3 2,094 35.5
21年3月期第2四半期 47,979 ― 2,842 ― 2,968 ― 1,546 ―

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 1,468.32 1,460.69
21年3月期第2四半期 1,085.41 1,076.03

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 44,129 31,422 71.2 22,022.88
21年3月期 43,783 30,020 68.6 21,047.09

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  31,422百万円 21年3月期  30,020百万円

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 ― 300.00 300.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 300.00 300.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 94,600 △2.1 5,450 △1.1 5,600 △3.1 2,700 △9.6 1,892.34
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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3月期第2四半期  1,426,803株 21年3月期  1,426,342株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期  1,426,558株 21年3月期第2四半期  1,424,419株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・平成21年10月15日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しておりません。 
・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、
リスクや不確実性を内包しております。したがいまして、個人消費の動向や経済環境などの諸要因の変化により、実際の業績等は記載内容と異なる可能
性があることを予めご承知おきください。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、輸出や生産が増加を続け、企業の業況感に改善の動きが見られる

も、依然として企業業績悪化による雇用不安や、生活防衛を意識した個人消費の低迷が続く厳しい状況となりました。

当社が属するスペシャルティコーヒー市場におきましても、国内経済情勢の悪化を受け、消費者の節約志向がます

ます高まり、個人消費が大きく減退する厳しい経営環境が続きました。このような状況の下、当社は次のような事業

展開を行いました。

当第２四半期累計期間に販売した主な商品として、ビバレッジでは日本限定の「クレーム ブリュレ マキアート」

を中心に、関連商品の「クレーム ブリュレ フラペチーノ®」や爽やかな口当たりの「レモン グリーン ティー フラ

ペチーノ®」が大変ご好評いただきました。

フードでは、イタリアの伝統的なパンを使用した、発売から１周年のサンドイッチ「フィローネ きのこ＆モッツァ

レラ」や「バナナのシブースト」等がご好評いただきました。

店舗展開におきましては、立地ポートフォリオの最適化や空間デザインの質に焦点をあて、コーヒーの専門性をよ

り際立たせた「新宿マルイ本館２階店」や、新たなデスティネーションストアの「恵比寿ガーデンプレイス店」を出

店いたしました。

23店舗の新規出店(うちライセンス３店舗）、２店舗の退店を行った結果、当第２四半期累計期間末における店舗数

は875店舗（うちライセンス31店舗）となりました。

以上の活動の結果、売上高は48,544百万円（前年同期比1.2％増）となりました。取引件数の伸び悩みが続いたこと

により、既存店売上高は対前年同期比93.5％にとどまりましたが、新規出店により全体では増収となりました。

月別の既存店対前年同期比は以下の通りです。

 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  第２四半期累計　

既存店

対前年同期比

 

売上高 98.3％ 93.0％ 92.8％ 90.5％ 92.3％ 94.5％ 93.5％　

取引件数 95.0％ 90.2％ 91.2％ 89.4％ 92.6％ 94.6％ 92.2％　

客単価 103.5％ 103.1％ 101.7％ 101.3％ 99.7％ 99.9％ 101.5％　

売上総利益は35,557百万円（同5.2％増）と、前年同四半期累計期間に比べて1,742百万円の増益となり、売上総利

益率は73.2％（同2.7ポイント増）となりました。これは昨年来取り組んでまいりました原材料価格の低減施策及び品

揃えの最適化等の、収益改善効果が大きく現れたことによるものです。

営業利益は4,097百万円（同44.2％増）と、前年同四半期累計期間に比べて1,255百万円の増益となりました。これ

は売上総利益の増加によるものです。

経常利益は4,224百万円（同42.3％増）と、前年同四半期累計期間に比べて1,255百万円の増益、四半期純利益は

2,094百万円（同35.5％増）と、前年同四半期累計期間に比べて548百万円の増益となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて346百万円増加して44,129百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べて1,308百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が1,074百万円増加し

たことによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べて962百万円減少いたしました。これは主に固定資産の減価償却によるものです。

流動負債、固定負債は、前事業年度末に比べて1,055百万円減少いたしました。これは主に短期借入金の返済による

ものです。

（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、前事業年度末に比べて1,274百

万円増加し、5,231百万円となりました。

営業活動による資金の増加は、5,340百万円（前年同期差3,214百万円増）となりました。これは主に税引前四半期

純利益や賞与引当金の増加によるものです。

投資活動の結果使用した資金は、1,710百万円（前年同期差1,583百万円減）となりました。これは主に新規出店及

び既存店の改装を主目的とする有形固定資産の取得によるものです。

財務活動の結果使用した資金は、2,354百万円（前年同期差993百万円増）となりました。これは主に短期借入金の

返済による支出の増加によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

第３四半期以降も、消費市場を取り巻く環境は依然不透明であり、通期の売上高見通しは当初の予想数値を下回り

ますが、利益に関しては収益性改善の効果が引き続き寄与するものと見込んでおります。

通期の業績見通しは、売上高94,600百万円（前年同期比2.1％減)、営業利益5,450百万円（同1.1％減）、経常利益

5,600百万円（同3.1％減）、当期純利益2,700百万円（同9.6％減）に修正いたします。

詳細につきましては、平成21年10月15日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

（簡便な会計処理）

①　一般債権の貸倒見積高の算定方法

前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定する方法としております。

②　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）

①　税金費用

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する方法としております。

　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。

（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

該当事項はありません。
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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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,231,039 4,156,164 

売掛金 3,240,940 3,321,195 

商品及び製品 714,165 742,277 

原材料及び貯蔵品 1,363,240 1,124,591 

その他 2,977,205 2,874,547 

貸倒引当金 △24,459 △25,340 

流動資産合計 13,502,132 12,193,435 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,656,208 9,159,590 

その他（純額） 3,385,574 3,882,979 

有形固定資産合計 12,041,782 13,042,570 

無形固定資産 1,358,573 1,443,142 

投資その他の資産   

差入保証金 16,379,672 16,218,782 

その他 945,893 983,393 

貸倒引当金 △98,105 △97,532 

投資その他の資産合計 17,227,460 17,104,643 

固定資産合計 30,627,816 31,590,356 

資産合計 44,129,949 43,783,792 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,165,155 2,415,355 

短期借入金 200,000 2,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 195,000 239,000 

未払法人税等 1,897,814 1,081,478 

賞与引当金 449,879 － 

その他 7,041,850 7,408,178 

流動負債合計 11,949,700 13,144,013 

固定負債   

長期借入金 327,500 425,000 

役員退職慰労引当金 18,166 17,291 

その他 412,274 177,143 

固定負債合計 757,941 619,434 

負債合計 12,707,642 13,763,448 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,374,780 8,369,659 

資本剰余金 10,949,840 10,944,719 

利益剰余金 12,615,800 10,949,054 

株主資本合計 31,940,421 30,263,432 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △518,113 △243,088 

評価・換算差額等合計 △518,113 △243,088 

純資産合計 31,422,307 30,020,344 

負債純資産合計 44,129,949 43,783,792 
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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４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 47,979,614 48,544,848 

売上原価 14,164,152 12,986,877 

売上総利益 33,815,461 35,557,971 

販売費及び一般管理費 30,973,390 31,460,312 

営業利益 2,842,071 4,097,658 

営業外収益   

受取利息 5,367 1,683 

受取補償金 － 39,610 

為替差益 42,029 14,149 

プリペイドカード失効益 55,841 59,185 

その他 42,784 24,309 

営業外収益合計 146,022 138,939 

営業外費用   

支払利息 16,295 10,986 

その他 3,242 1,130 

営業外費用合計 19,538 12,116 

経常利益 2,968,555 4,224,480 

特別利益   

店舗閉鎖損失戻入益 － 22,581 

特別利益合計 － 22,581 

特別損失   

減損損失 52,688 376,009 

固定資産除却損 27,560 33,755 

その他 6,205 23,244 

特別損失合計 86,455 433,009 

税引前四半期純利益 2,882,099 3,814,052 

法人税等 1,336,027 1,719,403 

四半期純利益 1,546,072 2,094,649 
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 2,882,099 3,814,052 

減価償却費 1,685,471 1,765,744 

減損損失 52,688 376,009 

引当金の増減額（△は減少） △228,526 450,445 

受取利息及び受取配当金 △5,367 △1,683 

支払利息 16,295 10,986 

為替差損益（△は益） △579 △455 

有形固定資産除却損 28,661 52,132 

無形固定資産除却損 － 2,273 

店舗閉鎖損失戻入益 － △22,581 

売上債権の増減額（△は増加） △3,275 80,255 

たな卸資産の増減額（△は増加） △434,858 △210,538 

仕入債務の増減額（△は減少） 271,905 △250,199 

その他 △535,547 196,457 

小計 3,728,967 6,262,900 

利息及び配当金の受取額 5,367 1,683 

利息の支払額 △19,161 △13,047 

法人税等の支払額 △1,589,944 △911,483 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,125,229 5,340,052 

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 △2,416,486 △1,649,127 

無形固定資産の取得による支出 △312,680 △207,947 

差入保証金の差入による支出 △705,185 △250,807 

差入保証金の回収による収入 100,076 149,969 

定期預金の払戻による収入 － 200,000 

その他 40,420 47,731 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,293,856 △1,710,180 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △1,800,000 

長期借入金の返済による支出 △950,500 △141,500 

株式の発行による収入 11,555 10,242 

配当金の支払額 △422,888 △423,738 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,361,832 △2,354,996 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,530,458 1,274,874 

現金及び現金同等物の期首残高 5,049,862 3,956,164 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,519,404 5,231,039 
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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６．その他の情報

（１）生産、受注及び販売の状況

販売実績

当第２四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目

当第２四半期累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日

売上高(千円) 売上構成比(％) 前年同期比(％)

店舗販売   

ビバレッジ 36,449,991 75.1 102.4

フード 7,459,899 15.4 95.5

コーヒー豆 1,586,553 3.2 97.2

コーヒー器具等 2,084,062 4.3 105.2

店舗販売計 47,580,507 98.0 101.2

その他 964,340 2.0 102.5

合計 48,544,848 100.0 101.2

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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