
平成19年９月期  第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年２月９日

上場会社名　　株式会社東京一番フーズ （コード番号：３０６７　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　www.tokyo-ichiban-foods.co.jp　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役　坂本　大地 　ＴＥＬ：（０３）５３６３－２１３２　

　　　　　　責任者役職・氏名　専務取締役　平井　隆  

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

 

２．平成19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日　～　平成18年12月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年９月期第１四半期 1,453 － 425 － 455 － 258 －

平成18年９月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）18年９月期 3,143  311  325  153  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年９月期第１四半期 17,576 55 17,467 44

平成18年９月期第１四半期 － － － －

（参考）18年９月期 10,832 57 － －

　（注）　１．平成18年９月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため記載しておりません。

　　　　　　　このため、対前年同四半期増減率も記載しておりません。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

  当社グループ（当社及び当社の子会社）は、当社（株式会社東京一番フーズ）と子会社１社（有限会社新宿活魚）によ

り構成され、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一事業を行っており

ます。

  当社は主として直営店舗において一般消費者に対し、ふぐの中でも最高級といわれる国産養殖とらふぐ料理を提供して

おります。また、子会社は主として当社に対し、主要食材であるとらふぐを供給しております。当第１四半期におきまし

ては平成18年８月及び９月に新規出店した12店舗が本格稼動を開始し、売上増に大きく貢献いたしております。

  平成17年９月期に10店舗、平成18年９月期には12店舗と、首都圏における出店を徐々に加速いたしており、各新規店舗

とも短期間で順調に稼動いたしております。それを可能としている背景としては、大きく次の二点に注力していることが

挙げられます。

(1)店舗開発マニュアルの構築

  社内に店舗開発専任部署を設け、従来から蓄積したノウハウを基に、当社独自の店舗開発マニュアルの構築を実現いた

しております。その一例としては、物件の選定方法を始め、厨房及び客席スペースの確保とレイアウト方法、また店舗規

模に応じた日常の業務オペレーションに至るまでの規格化が完了したことなどが挙げられます。これらのマニュアル化に

より、新規出店から比較的短期間での黒字化が可能となっております。また、当第１四半期以降、特に以下のポイントに

ついて推進していく考えであります。
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   ①店舗物件の選定

     規模としては中小型店舗を中心に店舗物件の選定を進めております。物件の選定においても、当社の場合、調理中 

   の煙や臭いによる近隣への影響も極めて小さく、また高級料理店というイメージから、物件のオーナー様にむしろ歓

　 迎されるケースが多く、他飲食業種と比べ比較的スムーズな物件選定が可能となっているのも特筆すべき点と言えま

   す。

   ②出店方針

     乗降客数10万人以上の鉄道駅をターゲットとし、駅から徒歩５分のエリア内に出店する方針であります。今以上に

   首都圏の皆様に「ふぐ食文化」を身近に感じていただくために、新宿・渋谷などのターミナルに限定しない「店舗ネ

　 ットワーク」の拡大を図ってまいります。また、お客様にとって便利でお気軽にお食事を満喫していただくためには

   駅からの至近距離は必須条件と考えております。

 

(2)新規出店に対応した人材育成

  従来、日本料理の世界では一人前の料理人になるためには５年から10年は実務経験が必要と言われておりましたが、当

社独自のカリキュラムにより最短２年間でふぐ調理師免許を取得できる育成プログラムを開発いたしております。具体的

には、養成課程から精神修養等の部分を大幅にカット、純粋に調理技術の修得に集中し、同時に座学による学科習得カリ

キュラムも設けることにより、業務に従事しながら無理なく免許試験にチャレンジできる育成プログラムの開発に成功し

ております。ちなみに06年度東京都ふぐ調理師免許試験の当社合格率は86％（全体合格率約60％）と、その効果の高さを

実証いたしております。

 

 上記に加え、従来から引き続き仕入ルートの一層の効率化推進、新規ルートの確保に注力いたしており、それにより売上

原価関連コストのさらなる圧縮化を実現しております。

以上の結果、当第１四半期の業績といたしましては売上高14億53百万円、営業利益４億25百万円、経常利益４億55百万円、

第１四半期純利益２億58百万円となりました。

(2）連結財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

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

平成19年9月期第1四半期 3,252 1,565 48.1 93,427 8

平成18年9月期第1四半期 － － － － －

（参考）18年９月期 2,248 686 30.5 47,464 64

(3）連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

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

平成19年9月期第1四半期 492 △479 855 1,302

平成18年9月期第1四半期 － － － －

（参考）18年９月期 373 △436 242 433

 ［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期における総資産は32億52百万円、負債合計は16億87百万円、また純資産合計は15億65百万円となりました。

また当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、[資金]という。）は税金等調整前第１四半期純利益の増加、特に

株式の発行による収入等の増加要因が大きく影響し、一方で新店出店に伴う有形固定資産の取得、長期借入金の返済によ

る支出等の減少要因はあったものの、13億２百万円となりました。

 

 （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４億92百万円となりました。これは税金等調整前第１四半期純利益４億55百万円、減価

償却費69百万円、売上債権の増加97百万円、仕入債務の増加１億13百万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）

　投資活動の結果使用した資金は４億79百万円となりました。これは主に新店出店に伴う有形固定資産の取得による支出

－ 2 －



４億43百万円と敷金保証金の取得による支出24百万円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）

　財務活動の結果得られた資金は8億55百万円となりました。これは株式の発行による収入６億11百万円、短期借入金の増

加による収入１億８百万円、長期借入金の増加による収入２億円、長期借入金の返済による支出58百万円によるものであ

ります。

 

３．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）　　　　　　　 （百万円未満切捨）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 2,996 775 460

通期 4,214 456 270

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　16,160円　51銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　当社グループは、当第１四半期において展開いたしました方針を今後も踏襲してまいります。また年度後半には引き続

き新規出店を加速してまいります。平成19年９月期中においては直営16店舗の出店を計画しており、累計店舗数を50店舗

とする見込みであります。店舗数の拡大に伴い、とらふぐ供給のさらなる安定化、配送の効率化、また人材配置など、直

面する様々な課題・リスクを着実に克服していくことにより、さらなるステップアップを図る次第であります。以上の状

況から、平成19年９月期におきましては、通期売上高42億14百万円、経常利益４億56百万円、当期純利益２億70百万円を

見込んでおり、当初の業績予想から変更はございません。

　なお、当社グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業の形態として、上半期におけるふぐ料理の需要が大きい

ため、上半期の売上高（又は営業費用）と下半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい相違があり、業績に季節的変

動があります。

 

 （注）上記の連結業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや

不確実性が含まれております。その為、様々の要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性がある事を御

承知おきください。

 

 

 〔添付資料〕

 ４．四半期連結財務諸表

　　(1) 四半期連結貸借対照表

　　(2) 四半期連結損益計算書

　　(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

　　(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　(5) 注記事項等
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２  1,386,756   512,188  

２．売掛金   140,332   42,440  

３．たな卸資産  19,794   9,960  

４．その他   153,379   133,782  

　流動資産合計   1,700,262 52.3  698,372 31.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１.２       

(1）建物及び構築物  852,814   911,588   

(2）その他  242,426 1,095,240  204,685 1,116,274  

２．無形固定資産   4,953   5,330  

３．投資その他の資産        

(1）敷金保証金  335,336   311,237   

(2）その他 ※２ 129,930   130,333   

貸倒引当金  △12,750 452,517  △12,750 428,821  

固定資産合計   1,552,711 47.7  1,550,426 68.9

資産合計   3,252,973 100.0  2,248,799 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   191,306   78,238  

２．短期借入金   108,400   －  

３．一年以内に返済予定の長
期借入金

  222,206   226,535  

４．一年以内に償還予定の社
債

  32,000   32,000  

５．未払法人税等   217,100   115,754  

６．賞与引当金   9,912   12,096  

７．その他  ※４  220,553   550,152  

流動負債合計   1,001,478 30.8  1,014,776 45.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債   130,000   135,500  

２．長期借入金 ※２.３  549,790   404,280  

３．連結調整勘定   －   5,677  

４．負ののれん   4,998   －  

３．その他   1,523   2,558  

固定負債合計   686,311 21.1  548,015 24.4

負債合計   1,687,790 51.9  1,562,792 69.5

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   465,350 14.3  155,195 6.9

２．資本剰余金   367,350 11.3  57,195 2.6

３．利益剰余金   732,483 22.5  473,616 21.1

株主資本合計   1,565,183 48.1  686,006 30.5

純資産合計   1,565,183 48.1  686,006 30.5

負債純資産合計   3,252,973 100.0  2,248,799 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,453,174 100.0  3,143,642 100.0

Ⅱ　売上原価   404,312 27.8  913,766 29.1

売上総利益   1,048,862 72.2  2,229,876 70.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

  １．広告宣伝費  6,647   97,717   

  ２．販売促進費  3,915   15,712   

  ３．給料手当  91,225   320,964   

  ４．雑給  139,363   280,902   

  ５．賞与引当金繰入額  17,040   11,771   

  ６．地代家賃  102,632   304,155   

  ７．減価償却費  69,029   194,763   

  ８．その他  193,678 623,533 42.9 692,591 1,918,578 61.0

営業利益   425,329 29.3  311,298 9.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  －   73   

２．受取配当金  －   5   

３．取引先協賛金  36,095   25,142   

４．経営指導料  1,587   5,061   

５．連結調整勘定償却  －   1,728   

６．負ののれん償却額  678   －   

７．その他  4,753 43,115 2.9 6,165 38,176 1.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  3,988   10,500   

２．新株発行費  －   837   

３．株式交付費  8,515   －   

４．その他  416 12,919 0.9 12,578 23,917 0.8

経常利益   455,525 31.3  325,557 10.4

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  － －  14,400 14,400 0.5

Ⅶ　特別損失        

１．減損損失  ※１ －   43,134   

２．固定資産除却損  ※２ －   5,822   

３．その他  － －  407 49,364 1.6

税金等調整前第１四
半期（当期）純利益

  455,525 31.3  290,592 9.2

法人税、住民税及び
事業税

 199,791   140,582   

法人税等調整額  △3,133 196,657 13.5 △7,886 132,696 4.2

少数株主利益   －   4,420 0.1

第１四半期（当期）
純利益

  258,867 17.8  153,475 4.9
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 473,616 686,006 686,006

第１四半期連結会計期間中の変
動額

新株の発行 310,155 310,155 － 620,310 620,310

第１四半期純利益 － － 258,867 258,867 258,867

株主資本以外の項目の当第１
四半期連結会計期間中の変動
額（純額）

－ － － － －

第１四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

310,155 310,155 258,867 879,177 879,177

平成18年12月31日　残高
（千円）

465,350 367,350 732,483 1,565,183 1,565,183

 　　前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）  

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年９月30日　残高
（千円）

98,000 － 320,140 418,140 8,217 426,357

連結会計年度中の変動額

新株の発行 57,195 57,195 － 114,390 － 114,390

当期純利益 － － 153,475 153,475 － 153,475

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

－ － － － △8,217 △8,217

連結会計年度中の変動額合計（千
円）

57,195 57,195 153,475 267,865 △8,217 259,648

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 473,616 686,006 － 686,006
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

当第１四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ

シュ・フロー
   

税金等調整前第１四半

期（当期）純利益
 455,525 290,592

減価償却費  69,029 194,763

減損損失  － 43,134

連結調整勘定償却額  － △1,728

負ののれん償却額  △678 －

貸倒引当金の減少額  － △14,400

賞与引当金の増加額

（△減少額）
 △2,183 3,742

受取利息及び受取配当

金
 － △78

支払利息  3,988 10,500

支払手数料  － 10,557

新株発行費  － 837

株式交付費  8,515 －

固定資産除却損  － 5,822

売上債権の増加額  △97,891 △21,126

たな卸資産の増加額  △9,833 △1,189

仕入債務の増加額  113,067 34,290

その他  60,298 △84,448

小計  599,837 471,270

利息及び配当金の受取

額
 － 78

利息の支払額  △4,183 △10,010

手数料の支払額  － △10,557

法人税等の支払額  △102,789 △77,410

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 492,865 373,369
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当第１四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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
 △7,100 △15,159

有形固定資産の取得に

よる支出
 △443,693 △307,979

無形固定資産の取得に

よる支出
 － △778

子会社株式の追加取得

による支出
 － △6,714

敷金保証金の取得によ

る支出
 △24,159 △76,437

敷金保証金の解約によ

る収入
 61 280

長期前払費用の取得に

よる支出
 △4,879 △29,224

その他  － △11

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △479,771 △436,025

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー
   

短期借入金の純増加額

（△純減少額)
 108,400 △120,000

長期借入れによる収入  200,000 393,900

長期借入金の返済によ

る支出
 △58,819 △113,149

社債の償還による支出  △5,500 △32,000

株式の発行による収入  611,794 113,552

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 855,875 242,302

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加

額
 868,968 179,647

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首

残高
 433,167 253,520

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１

四半期末（期末）残高
 ※ 1,302,135 433,167
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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

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項  (1) 連結子会社の数　１社

 　　　連結子会社名

　　　　（有）新宿活魚

 

 (1) 連結子会社の数　１社

　　　 連結子会社名

　　　　　　　　　同　左

 

２．連結子会社の四半期決算日

（決算日）等に関する事項

　㈲新宿活魚の第１四半期決算日は、第１四半期連結

決算日と一致しております。

 

 ㈲新宿活魚の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。

 

 

３．会計処理基準に関する事項  (1）重要な資産の評価基準及び評価方法  (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

 　①　たな卸資産

 　　　　原材料

 　　　　　　総平均法による原価法

 

　①　たな卸資産

 　　　　原材料

　　　　　　　　　　同　左

 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①　有形固定資産

 　　　　建物（附属設備を除く）　定額法

　　　　 その他の有形固定資産　　定率法

 　　　主な耐用年数

　　　　　建物　　　　　　　　４～33年

　　　　　車両運搬具　　　　　２～５年

　　　　　工具、器具及び備品　３～８年

 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①　有形固定資産

　　　　　　　　　　同　左

 

 

 

 

 　②　無形固定資産

 　　　自社利用のソフトウェア

 　　　　社内における利用可能期間(５年) に基づ

　　　　く定額法

 

　②　無形固定資産

　　　　　　　　　　同　左

 

 

 　③　長期前払費用

　　　　　　　　 均等償却

 

 

　③　長期前払費用

　　　　　　　　　　同　左

 

 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

 　　株式交付費

　　　支出時に全額費用として処理しております。 

 

（3）重要な繰延資産の処理方法  

 　　新株発行費

　　　支出時に全額費用として処理しております。 

 

  (4）重要な引当金の計上基準

 　　① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 　　② 賞与引当金

 従業員の賞与金の支払に備えるため賞与支給

見込額の当第１四半期連結会計期間負担額を計

上しております。

 

 (4）重要な引当金の計上基準

 　　① 貸倒引当金

　　　　　　　　　　同　左

 

 

 

 

 　　② 賞与引当金

 従業員の賞与金の支払に備えるため賞与支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

 

  (5）重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

 

 

 (5）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　　　　　同　左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 (6）重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処理を採用しております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

　    ヘッジ手段：金利スワップ

　    ヘッジ対象：借入金の利息

 ③ ヘッジ方針

 デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額

等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利

変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して金利の変

動による影響を相殺または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効性の評価は省略して

おります。

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

　　　　　　　　　　同　左

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　　　　　　　　 同　左

 

 ③ ヘッジ方針

 　　　　　　　　　 同　左

 

 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

 　　　　　　　　　 同　左

 (7）その他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

 消費税等の会計処理

 　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

　っております。

 

(7）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

  消費税等の会計処理

　　　　　　　　　　同　左

 

４．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限及び満

期の到来する短期投資からなっております。

 

 

　　　　　　　　　　同　左
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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の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　　　　　      ─────────────

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益

は8,820千円増加し、税金等調整前当期純利益は21,808千円減少してお

ります。なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規

則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。

 

  　　　　     　─────────────

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産に係る会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は686,006

千円であります。なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

期間における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結

財務諸表規則により、作成しております。

 

追加情報

当第１四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

 　　        ─────────────

 

 

 (外形標準課税制度)

  「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入され、当連結会計年度の資本金の増加に

より、外形標準課税制度を適用しております。これに伴い、当連結会

計年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」(平成16年２月13日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、

販売費及び一般管理費が6,903千円増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が6,903千円減少しております。
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年９月30日）

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 569,126千円  500,472千円

 ※２ 担保資産及び担保付債務  ※２ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりであります。  担保に供している資産は次のとおりであります。

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  42,483千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  190,556千円 

 定期預金 30,000千円 

 建　　物 42,887千円 

 土　　地 84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計 190,960千円 

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金  183,970千円 

 　　計 183,970千円 

 長期借入金　　 183,970千円

     計 183,970千円

 ※３ コミットメントライン契約

　当社は出店にかかる資金調達の機動性と安定性を図るため、取引銀

行２行とコミットメントライン契約を締結しております。当第一四半

期連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実

行残高等は次のとおりであります。 

 　　コミットメントライン

 ※３ コミットメントライン契約

 　当社は出店にかかる資金調達の機動性と安定性を図るため、取引

銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。当連結会

計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

 　　コミットメントライン

契約の総額  300,000千円 

借入実行残高  200,000千円 

 　　差引額  100,000千円 

契約の総額 300,000千円

借入実行残高 －千円

     差引額  300,000千円

 また、当該契約における財務維持要件は次のとおりであります。

 ①各年度の決算期末における単体のレバレッジ倍率が４．０倍を超

えないこと。なお、「レバレッジ倍率」とは、「有利子負債÷ＥＢ

ＩＴＤＡ」で求められる数値をいう。ここで「有利子負債」とは決

算期末における単体の貸借対照表における短期借入金、１年内返済

長期借入金、１年内償還社債、長期借入金、コマーシャルペーパー

及び社債残高の合計額を意味する。また、「ＥＢＩＴＤＡ」とは、

決算期末における単体の損益計算書における営業利益及び減価償却

費の合計額をいう。

 ②決算期末における単体の損益計算書における経常利益の額がマイ

ナスとならないこと。

 ③各年度の決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部

の金額が、当該決算期の直前の決算期または平成17年９月に終了す

る決算期の末日における純資産の部のいずれか大きい方の75％より

少なくならないこと。

 

 また、当該契約における財務維持要件は次のとおりであります。

　①　　　　　　　　　　同　左

 

 

 

 

 

 

 

　②　　　　　　　　　　同　左

 

  ③　　　　　　　　　　同　左

 ※４ 消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

  ※４ 消費税等の取扱い

     　　　　　　─────────────
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（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ※１  　　　 　─────────────  ※１ 減損損失

  当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

店舗等を基本単位とした資産のグルーピングを行っております。この

うち、以下の資産グループ（営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなった店舗、店舗改装により資産の廃棄に関する意思決定を

行った資産グループ）について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額の合計43,134千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

  

  

  

  

  

 場所

 

用途 

 

 種類 

 

減損損失 

（千円） 

 

 吉祥寺駅前店(東

京都武蔵野市)、

銀座店（東京都中

央区）

 

 

 建物 35,564

店舗 　工具、器具　　

　及び備品 

 707

  長期前払費用 771

 リース資産 6,092

 合　　計  43,134

  当資産グループのうち、吉祥寺店の回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを5.4％で割り引いて算定し

ております。また、銀座店の廃棄予定の資産については正味売却価額

をゼロとして算定しております。

 

 ※２   　　　　─────────────  ※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。

  

  

  

建物  4,772千円

工具、器具及び備品等  1,050千円

 計  5,822千円

３　当社グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業の形態と

して、上半期におけるふぐ料理の需要が大きいため、上半期の売上高

（又は営業費用）と下半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい

相違があり、業績に季節的変動があります。

 

 ３   　　　  　─────────────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 14,453 2,300 － 16,753

合計 14,453 2,300 － 16,753

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,300株は、公募による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 　　　該当事項はありません。

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後

となるもの

 　　　該当事項はありません。

 

 

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前々連結会計年度末
株式数（株）

前連結会計年度増加
株式数

（株）

前連結会計年度減少
株式数

（株）

前連結会計年度末株
式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 9,800 4,653 － 14,453

合計 9,800 4,653 － 14,453

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加4,653株は、第三者割当増資による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 　　　該当事項はありません。

(2)基準日が前連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間となるもの

 　　　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係　　　(平成18年12月31日現在)

  ※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係　　　　　　　(平成18年９月30日現在)

  

 現金及び預金勘定 1,386,756千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金  △84,620千円

 現金及び現金同等物 1,302,135千円 

 現金及び預金勘定 512,188千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金 △79,020千円

 現金及び現金同等物    433,167千円
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（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び第１四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

四半期末
残高相当
額
(千円)

工具、器具及
び備品 

176,211 93,214 6,092 76,905

合計 176,211 93,214 6,092 76,905

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

工具、器具及
び備品 

176,211 82,201 6,092 87,918

合計 176,211 82,201 6,092 87,918

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

      未経過リース料第１四半期末残高相当額  　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,528千円

１年超 48,818千円

合計 85,346千円

１年内 40,872千円

１年超 55,323千円

合計 96,195千円

 リース資産減損勘定の残高　　1,523千円  リース資産減損勘定の残高　　2,436千円 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 12,160千円

リース資産減損勘定の取崩額 913千円

減価償却費相当額 11,013千円

支払利息相当額 1,311千円

  

支払リース料 37,698千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,655千円

減価償却費相当額 34,356千円

支払利息相当額 3,554千円

減損損失 6,092千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

(4）減価償却費相当額の算定方法

 同　左

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

 同　左
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間（平成18年12月31日現在）

該当事項はありません。

　

前連結会計年度（平成18年９月30日現在）

該当事項はありません。

　

　

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間（平成18年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

　

前連結会計年度（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成18年12月31日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。　

　

前連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18年９月30日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

　

　

【所在地別セグメント情報】　

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成18年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

前連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18年９月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　

　【海外売上高】

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成18年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

前連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 93,427円08銭

１株当たり四半期純利益金額 17,576円55銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
17,467円44銭

１株当たり純資産額 47,464円64銭

１株当たり当期純利益金額 10,832円57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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上

 場であるため、期中平均株価が把握できませんので、記

 載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上

　　　　の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益金

額
  

第１四半期（当期）純利益（千

円）
258,867 153,475

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益（千円）
258,867 153,475

期中平均株式数（株） 14,728 14,168

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
  

第１四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 92 －

（うち新株予約権） 92 －
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（重要な後発事象）

当第1四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　    　　　─────────────

 

 新株発行の件

　当社は平成18年11月20日付で株式会社東京証券取引所

から上場承認を受け、平成18年12月21日にマザーズ市場

に上場いたしました。株式上場にあたり、平成18年11月

20日及び平成18年12月１日開催の当社取締役会において、

新株式発行及び募集の条件を決議し、平成18年12月20日

に払込が完了いたしました。その概要は以下のとおりで

あります。

　この結果、平成18年12月20日付けで資本金は465,350千

円、発行済株式総数は16,753株となっております。

(１)発行する株式の種

　　類及び数

普通株式2,300株

(２)発行価格 1株につき290,000円

(３)発行価額 1株につき269,700円

(４)発行価額の総額  620,310千円

(５)資本組入額 1株につき134,850円

(６)資本組入額の総額  310,155千円

(７)募集方法 一般募集（ブックビル

ディング方式による募

集）

(８)増資資金の使途 新規出店費用に係る設

備投資資金に充当する

予定であります。 
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平成19年９月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年２月９日

上場会社名　　株式会社東京一番フーズ （コード番号：３０６７　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　www.tokyo-ichiban-foods.co.jp　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役　坂本　大地 　ＴＥＬ：（０３）５３６３－２１３２　

　　　　　　責任者役職・氏名　専務取締役　平井　隆  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

 

２．平成19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日　～　平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年９月期第１四半期 1,442 － 414 － 443 － 251 －

平成18年９月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）18年９月期 3,108  303  317  153  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

平成19年９月期第１四半期 17,086 6

平成18年９月期第１四半期 － －

（参考）18年９月期 10,827 39

　　（注）　１．平成18年９月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため記載しておりませ　

　　　　　　　ん。このため、対前年同四半期増減率も記載しておりません。

(2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

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

平成19年9月期第1四半期 3,238 1,557 48.1 92,939 96

平成18年9月期第1四半期 － － － － －

（参考）18年９月期 2,235 685 30.6 47,399 82
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３．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 2,950 747 443

通期 4,150 429 254

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　15,191 円　84 銭

（注）上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不

確実性が含まれております。その為、様々の要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性がある事を御

承知おきください。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

平成18年９月期 － － － － － －

平成19年９月期（実績） － － － － －
－

平成19年９月期（予想） － － － － －

　（注）　配当支払開始日　未定

 

 

 〔添付資料〕

 ５．四半期財務諸表

　　(1) 四半期貸借対照表

　　(2) 四半期損益計算書

　　(3) 四半期株主資本等変動計算書

　　(4）注記事項等
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２  1,385,427   508,326  

２．売掛金   134,348   40,549  

３．たな卸資産   19,523   10,233  

４．その他   152,248   132,882  

　　流動資産合計   1,691,548 52.2  691,991 31.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１.２       

(1）建物  849,526   908,188   

(2）その他  230,330 1,079,857  191,377 1,099,565  

２．無形固定資産   4,953   5,330  

３．投資その他の資産        

(1）敷金保証金  333,999   309,900   

(2）その他 ※２ 141,251   141,519   

貸倒引当金  △12,750 462,500  △12,750 438,670  

固定資産合計   1,547,311 47.8  1,543,566 69.0

資産合計   3,238,859 100.0  2,235,558 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   200,873   82,674  

２．短期借入金   108,400   －  

３．一年以内に返済予定の長
期借入金

  217,962   220,473  

４．一年以内に償還予定の社
債

  32,000   32,000  

５．未払法人税等   212,470   114,132  

６．賞与引当金   9,655   11,955  

７．その他 ※４  219,161   546,914  

流動負債合計   1,000,523 30.9  1,008,150 45.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債   130,000   135,500  

２．長期借入金 ※２.３  549,790   404,280  

３．その他   1,523   2,558  

固定負債合計   681,313 21.0  542,338 24.3

負債合計   1,681,836 51.9  1,550,489 69.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   465,350 14.4  155,195 6.9

２．資本剰余金        

　(1)資本準備金  367,350 367,350 11.3 57,195 57,195 2.6

３．利益剰余金        

　(1)その他利益剰余金        

 　　　繰越利益剰余金  724,323 724,323 22.4 472,679 472,679 21.1

株主資本合計   1,557,023 48.1  685,069 30.6

純資産合計   1,557,023 48.1  685,069 30.6

負債純資産合計   3,238,859 100.0  2,235,558 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,442,209 100.0  3,108,020 100.0

Ⅱ　売上原価   416,152 28.9  933,834 30.0

売上総利益   1,026,057 71.1  2,174,185 70.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   611,680 42.4  1,870,542 60.2

営業利益   414,376 28.7  303,642 9.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  42,403 2.9  36,403 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  12,880 0.8  22,826 0.8

経常利益   443,899 30.8  317,219 10.2

Ⅵ　特別利益   － －  14,400 0.5

Ⅶ　特別損失  ※３  － －  49,143 1.6

税引前第１四半期
（当期）純利益

  443,899 30.8  282,475 9.1

法人税、住民税及び
事業税

 195,161   138,750   

法人税等調整額  △2,905 192,255 13.4 △9,677 129,073 4.2

第１四半期（当期）
純利益

  251,643 17.4  153,402 4.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
　合計　

その他　　　
利益剰余金

利益剰余金　
合計 

繰越利益　　
　剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 472,679 472,679 685,069 685,069

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 310,155 310,155 310,155 － － 620,310 620,310

第１四半期純利益 － － － 251,643 251,643 251,643 251,643

第１四半期会計期間中の変動額 合
計（千円）

310,155 310,155 310,155 251,643 251,643 871,953 871,953

平成18年12月31日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 724,323 724,323 1,557,023 1,557,023

 　　前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金 
　 合計 　

その他　　　
利益剰余金

利益剰余金　
合計 

繰越利益　　
　    剰余金

平成17年９月30日　残高
（千円）

98,000 －  319,277 319,277 417,277 417,277

事業年度中の変動額

新株の発行 57,195 57,195 57,195 － － 114,390 114,390

当期純利益 － － 57,195 153,402 153,402 153,402 153,402

事業年度中の変動額合計（千円） 57,195 57,195 57,195 153,402 153,402 267,792 267,792

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 472,679 472,679 685,069 685,069
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

 　 　　子会社株式

 　　 　　　移動平均法による原価法

 

(1）有価証券

 　 　　子会社株式

　　　　       　　 同　左 

 

 (2）たな卸資産

    　　原材料

      　　　総平均法による原価法

 

(2）たな卸資産

 　　　原材料

　　　　　　　　　　同　左 

 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産

 　　　建物（附属設備を除く）　定額法

 　　　その他の有形固定資産　　定率法

 　　主な耐用年数

　　　　建物　　　　　　　　４～33年

　　　　車両運搬具　　　　　２～５年

　　　　工具、器具及び備品　３～８年

  

 

(1）有形固定資産

　　　　　　　　　　同　左 

 

 

 (2) 無形固定資産

 　　　自社利用のソフトウェア

 　社内における利用可能期間(５年) に基づく

定額法

 

(2) 無形固定資産

　　　　　　　　　　同　左

 

 

 (3) 長期前払費用

 　　　　　　　　均等償却

 

 

(3) 長期前払費用

　　　　　　　　　　同　左

 

 

３．繰延資産の処理方法  （1） 株式交付費

　　支出時に全額費用として処理しております。

 

（1） 新株発行費

　　支出時に全額費用として処理しております。

 

４．引当金の計上基準  （1）貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

 （2）賞与引当金

 従業員の賞与金の支払に備えるため賞与支給見込

額の当第１四半期会計期間負担額を計上しておりま

す。

 

 （1）貸倒引当金

　　　　　　　　　　同　左

 

  

 

 （2）賞与引当金

 従業員の賞与金の支払に備えるため賞与支給見込

額の当事業年度負担額を計上しております。

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

 

 

　　　　　　　　　　同　左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　ヘッジ対象：借入金利息

(3) ヘッジ方針

 デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額

等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利

変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して金利の変

動による影響を相殺または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効性の評価は省略して

おります。

 

(1) ヘッジ会計の方法

  　　　　　　　　 同　左

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　　　　　　　  同　左

 

(3) ヘッジ方針

 　　　　　　　　　同　左

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  　　　　　　　　 同　左

７．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 消費税等の会計処理

 　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

 よっております。

 

  消費税等の会計処理

　　　　　同　左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　　　　　      ─────────────

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益は

8,820千円増加し、税引前当期純利益は21,808千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき

当該資産の金額から直接控除しております。

 

 　　　　　      ─────────────

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産に係る会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は685,069千

円であります。なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則に

より、作成しております。

 

追加情報

当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

  　　　　  ─────────────

 

 

  (外形標準課税制度)

  「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入され、当事業年度の資本金の増加により、

外形標準課税制度を適用しております。これに伴い、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」(平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務

対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、販売費及び一

般管理費が6,903千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益が6,903千円減少しております。 
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  553,896千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 486,568千円

 ※２ 担保資産及び担保付債務 

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  42,483千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  190,556千円 

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 定期預金  30,000千円 

 建　　物 42,887千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

　　　計  190,960千円 

 　　　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金  183,970千円 

 　　計 183,970千円 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 183,970千円 

　　　計 183,970千円 

 

※３　コミットメントライン契約

 　当社は出店にかかる資金調達の機動性と安定性を図るため、取引

銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。当第一四

半期会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。

 　　　　コミットメントライン

契約の総額  300,000千円 

借入実行残高  200,000千円 

 　　差引額  100,000千円 

 

※３　コミットメントライン契約

　　当社は出店にかかる資金調達の機動性と安定性を図るため、取

　引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。当

　事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行

　残高等は次のとおりであります。

 　　　　コミットメントライン

 契約の総額 300,000千円 

借入実行残高 －千円 

　　　差引額 300,000千円 

 

　また当該契約における財務維持要件は次のとおりであります。

　①各年度の決算期末における単体のレバレッジ倍率が４．０倍を　

　超えないこと。なお、「レバレッジ倍率」とは、「有利子負債÷Ｅ

　ＢＩＴＤＡ」で求められる数値をいう。ここで「有利子負債」と

　は、決算期末における単体の貸借対照表における短期借入金、１年

　内返済長期借入金、１年内償還社債、長期借入金、コマーシャルペ

　ーパー及び社債残高の合計額を意味する。また、「ＥＢＩＴＤＡ」

　とは、決算期末における単体の損益計算書における営業利益及び減

　価償却費の合計額をいう。

 

　また当該契約における財務維持要件は次のとおりであります。

 ①　　　　　　　　　　　同　左

 ②決算期末における単体の損益計算書における経常利益の額がマイ

 ナスとならないこと。

②　　　　　　　　　　　同　左

  ③各年度の決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部

の金額が、当該決算期の直前の決算期または平成17年９月に終了す

る決算期の末日における純資産の部のいずれか大きい方の75％より

少なくならないこと。

③　　　　　　　　　　　同　左 

 

※４　消費税等の取扱い

 　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が

　乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

 

※４　消費税等の取扱い

   　　　　  　　　　─────────────
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（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

　受取利息 －千円 

　取引先協賛金 36,095千円 

※１　営業外収益のうち主要なもの

　受取利息 71千円 

　取引先協賛金 25,142千円 

※２　営業外費用のうち主要なもの

　支払利息 3,945千円 

  

※２　営業外費用のうち主要なもの　

　支払利息 8,728千円 

  

※３　  　     　─────────────

 

 

※３　特別損失のうち主要なもの

  ①減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

店舗等を基本単位とした資産のグルーピングを行っております。この

うち、以下の資産グループ（営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなった店舗、店舗改装により資産の廃棄に関する意思決定を

行った資産グループ）について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額の合計43,134千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

 場所

 

用途 

 

 種類 

 

減損損失 

（千円） 

 

 吉祥寺駅前店(東

京都武蔵野市)、

銀座店（東京都中

央区）

 

 

 建物 35,564

店舗 工具、器具 

及び備品

 707

 長期前払費用 771

 リース資産 6,092

 合　　計  43,134

   当資産グループのうち、吉祥寺店の回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを5.4％で割り引いて算定し

ております。また、銀座店の廃棄予定の資産については正味売却価額

を零として算定しております。

 

  ②固定資産除却損

  

  

  

建物  4,772千円

工具、器具及び備品等  829千円

 計  5,601千円

４　減価償却実施額

　有形固定資産 67,327千円 

　無形固定資産 377千円 

４　減価償却実施額

　有形固定資産 181,760千円 

　無形固定資産 1,391千円 

  

５　当社グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業の形態と

して、上半期におけるふぐ料理の需要が大きいため、上半期の売上高

（又は営業費用）と下半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい

相違があり、業績に季節的変動があります。

 

５　　　    　 　─────────────
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　　（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

　　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

　　

　　　前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月1日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月1日
至　平成18年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び第１四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

第１四半
期末残高
相当額
(千円)

工具、器具及
び備品 

176,211 93,214 6,092 76,905

合計 176,211 93,214 6,092 76,905

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

 工具、器具及
び備品 

176,211 82,201 6,092 87,918

合計 176,211 82,201 6,092 87,918

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

      未経過リース料第１四半期末残高相当額  　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,528千円

１年超 48,818千円

合計 85,346千円

１年内 40,872千円

１年超 55,323千円

合計 96,195千円

 リース資産減損勘定の残高　　1,523千円  リース資産減損勘定の残高　　2,436千円 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 12,160千円

リース資産減損勘定の取崩額 913千円

減価償却費相当額 11,013千円

支払利息相当額 1,311千円

  

支払リース料 37,698千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,655千円

減価償却費相当額 34,356千円

支払利息相当額 3,554千円

減損損失 6,092千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

 同　左

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

 

(5）利息相当額の算定方法

 同　左
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間（平成18年12月31日現在）

　　　　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成18年９月30日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 92,939円96銭

１株当たり四半期純利益金額 17,086円06銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
16,979円99銭

１株当たり純資産額 47,399円82銭

１株当たり当期純利益金額 10,827円39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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上

 場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

 載しておりません。

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上

　　　　　の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益金

額
  

第１四半期（当期）純利益（千

円）
251,643 153,402

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益（千円）
251,643 153,402

期中平均株式数（株） 14,728 14,168

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
  

第１四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 92 －

（うち新株予約権） 92 －
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　　　     　─────────────

 

 

 新株発行の件

　当社は平成18年11月20日付で株式会社東京証券取引所

から上場承認を受け、平成18年12月21日にマザーズ市場

に上場いたしました。株式上場にあたり、平成18年11月

20日及び平成18年12月１日開催の当社取締役会において、

新株式発行及び募集の条件を決議し、平成18年12月20日

に払込が完了いたしました。その概要は以下のとおりで

あります。 

　この結果、平成18年12月20日付けで資本金は465,350千

円、発行済株式総数は16,753株となっております。

(１)発行する株式の種

　　類及び数

普通株式2,300株

(２)発行価格 1株につき290,000円

(３)発行価額 1株につき269,700円

(４)発行価額の総額  620,310千円

(５)資本組入額 1株につき134,850円

(６)資本組入額の総額  310,155千円

(７)募集方法 一般募集（ブックビル

ディング方式による募

集）

(８)増資資金の使途 新規出店費用に係る設

備投資資金に充当する

予定であります。 
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