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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理方法における簡便な方法の採用の有無　　：　無　

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　公認会計士または監査法人による関与の有無　　　：　無

２．平成19年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日　～　平成19年３月31日）

(１）経営成績の進捗状況 （百万円未満切り捨て）

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 ％

19年６月期第３四半期 3,079 － 89 － 47 － 64 －

（参考）18年６月期 3,904  193  160  7  

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

19年６月期第３四半期 66 69 － －

（参考）18年６月期 17 34 － －

（注）①期中平均株式数　　19年６月期第３四半期　971,298株　　18年６月期　457,400株

②平成18年６月期第３四半期は四半期財務・業績の概況を作成しておりませんので、前年同四半期実績及び対前年

同四半期増減率は記載しておりません。

③潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しますが、希薄化効果を有しないため、

記載しておりません。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格の動向など懸念材料がみられるものの企業収益の改善や民間設備投資の

増加により、景気は回復基調で推移いたしました。また、雇用情勢も改善がみられ、賃金も穏やかに増加しておりますが、

個人消費の伸びは、おおむね横ばいで推移しており、本格的な回復には至っておりません。

　外食業界におきましては、改善傾向にあるものの企業間格差が顕著となっており、厳しい経営環境が継続しております。

　このような環境のもと、当社といたしましては、店舗開発及び店舗営業の強化を重点に経営基盤の確立を推進してまい

りました。２月に「SAKURA櫻」セントレア店を「一刻魁堂」へ業態転換し、３月に「一刻魁堂」可児店を出店したことに

より期末の店舗数は、49店（前事業年度末比４店の増加）となりました。

　以上の結果、当第３四半期の売上高は30億79百万円、営業利益は89百万円、経常利益は47百万円及び当第３四半期純利

益は64百万円となりました。

（２）財政状態の変動状況 （百万円未満切り捨て）

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

19年６月期第３四半期 3,669 1,045 28.5 897 32

（参考）18年６月期 3,527 700 19.8 1,530 55

（注）①期末発行済株式数　　19年６月期第３四半期　1,164,800株　　18年６月期　457,400株

②期末自己株式数　　　19年６月期第３四半期　　　　 60株　　18年６月期　　　 －株

③平成18年６月期第３四半期は四半期財務・業績の概況を作成しておりませんので、前年同四半期実績は記載して

おりません。
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［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期末における財政状態は、総資産につきましては、公募増資などにより現金及び預金が112百万円増加したこ

と等の結果、前事業年度に比べ、141百万円増加いたしました。

　負債につきましては、長期借入金が142百万円減少したこと等により前事業年度末に比べ203百万円減少いたしました。

また、純資産につきましては、公募増資により資本金及び資本準備金が各々146百万円増加し、純資産合計は1,045百万円

と前事業年度末に比べ345百万円増加となり、自己資本比率も28.5％と前事業年度末に比べ8.6ポイント上昇いたしまし

た。 

（３）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

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

19年６月期第３四半期 273 △202 16 283

（参考）18年６月期 427 △519 31 196

（注）　平成18年６月期第３四半期は四半期財務・業績の概況を作成しておりませんので、前年同四半期実績は記載して

おりません。

［キャッシュ・フローの状況］

  当第３四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87百万円増加

し、283百万円となりました。　

　なお、当第３四半期末会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

　当第３四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は273百万円となりました。これは主に税引前第３四半期

純利益69百万円及び減価償却費169百万円を計上したことに加え、仕入債務の増加30百万円と賞与引当金の増加16百万円に

よるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　　

　当第３四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は202百万円となりました。これは主に、新規出店に伴う

有形固定資産の取得による支出193百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において、財務活動により得られた資金は16百万円となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出442百万円があった一方、長期借入金による収入300百万円及び新株発行による収入286百万円があったことに

よるものです。

３．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日　～　平成19年６月30日）　　　　　　　　（百万円未満切り捨て）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,127 53 68

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　65円　03銭

（注）　平成18年７月31日開催の取締役会決議により、平成18年８月31日現在の株主に対し平成18年９月１日付をもって、

普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。

なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の期中平均株式数により算出しております。

［業績予想に関する定性的情報等］

　通期の業績予想につきましては、平成19年２月14日の平成19年６月期中間決算発表時に公表しました数値に変更はあり

ません。

（注）　上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は予想数値と異なる可能性が

あります。
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四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６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  321,394   209,181   

２．売掛金  19   7   

３．たな卸資産  28,460   26,953   

４．その他  133,404   125,328   

流動資産合計   483,279 13.2  361,471 10.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１,２ 1,630,998   1,587,574   

(2）土地 ※２ 584,893   584,893   

(3）その他 ※１ 301,918   314,145   

有形固定資産合計  2,517,811   2,486,613   

２．無形固定資産  5,756   5,799   

３．投資その他の資産        

(1）賃貸不動産 ※１ 197,131   191,621   

(2）差入保証金  263,822   241,191   

(3）その他  201,969   241,185   

投資その他の資産合計  662,923   673,999   

固定資産合計   3,186,491 86.8  3,166,411 89.8

資産合計   3,669,770 100.0  3,527,883 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６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  145,640   115,631   

２．一年以内返済予定の長
期借入金

 ※２ 553,203   546,937   

３．未払法人税等  8,491   10,851   

４．賞与引当金  23,720   6,810   

５．その他  ※３ 366,494   366,257   

流動負債合計   1,097,549 29.9  1,046,487 29.7

Ⅱ　固定負債        

１．社債  250,000   350,000   

２．長期借入金  ※２ 1,198,507   1,346,973   

３．退職給付引当金  10,732   9,452   

４．役員退職慰労引当金  40,648   40,648   

５．その他  27,124   34,243   

固定負債合計   1,527,012 41.6  1,781,317 50.5

負債合計   2,624,562 71.5  2,827,804 80.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   479,205 13.1  332,730 9.4

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  394,254   247,779   

資本剰余金合計   394,254 10.7  247,779 7.0

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  14,180   14,180   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  80,000   80,000   

繰越利益剰余金  74,980   14,781   

利益剰余金合計   169,160 4.6  108,961 3.1

４．自己株式   △40 △0.0  － －

株主資本合計   1,042,579 28.4  689,470 19.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  2,628 0.1  10,607 0.3

評価・換算差額等合計   2,628 0.1  10,607 0.3

純資産合計   1,045,208 28.5  700,078 19.8

負債純資産合計   3,669,770 100.0  3,527,883 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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   3,079,331 100.0  3,904,627 100.0

Ⅱ　売上原価   925,285 30.0  1,155,965 29.6

売上総利益   2,154,046 70.0  2,748,662 70.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,064,807 67.1  2,555,373 65.4

営業利益   89,238 2.9  193,288 5.0

Ⅳ　営業外収益  ※１  47,703 1.5  57,165 1.4

Ⅴ　営業外費用  ※２  89,323 2.9  90,107 2.3

経常利益   47,618 1.5  160,347 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３  52,052 1.7  18,487 0.5

Ⅶ　特別損失  ※４  29,900 0.9  164,702 4.2

税引前四半期（当期）
純利益

  69,770 2.3  14,131 0.4

法人税、住民税及び事
業税

  4,997 0.2  6,200 0.2

四半期（当期）純利益   64,773 2.1  7,931 0.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰

余金

平成18年６月30日　残高

（千円）
332,730 247,779 14,180 80,000 14,781 108,961 － 689,470

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 146,475 146,475 － － － － － 292,950

剰余金の配当 － － － － △4,574 △4,574 － △4,574

四半期純利益 － － － － 64,773 64,773 － 64,773

自己株式の取得 － － － － － － △40 △40

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

－ － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
146,475 146,475 － － 60,199 60,199 △40 353,108

平成19年３月31日　残高

（千円）
479,205 394,254 14,180 80,000 74,980 169,160 △40 1,042,579

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成18年６月30日　残高

（千円）
10,607 700,078

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － 292,950

剰余金の配当 － △4,574

四半期純利益 － 64,773

自己株式の取得 － △40

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額

（純額）

△7,978 △7,978

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△7,978 345,130

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,628 1,045,208
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰

余金

平成17年６月30日　残高

（千円）
332,730 247,779 14,180 100,000 △9,108 105,071 － 685,581

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩 － － － △20,000 20,000 － － －

剰余金の配当 － － － － △4,042 △4,042 － △4,042

当期純利益 － － － － 7,931 7,931 － 7,931

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － △20,000 23,889 3,889 － 3,889

平成18年６月30日　残高

（千円）
332,730 247,779 14,180 80,000 14,781 108,961 － 689,470

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成17年６月30日　残高

（千円）
5,775 691,357

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 － △4,042

当期純利益 － 7,931

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
4,831 4,831

事業年度中の変動額合計

（千円）
4,831 8,720

平成18年６月30日　残高

（千円）
10,607 700,078

－ 7 －



(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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    

１　税引前四半期（当期）純利益  69,770 14,131

２　減価償却費  169,820 242,153

３　賞与引当金の増加額（△減少額）  16,910 △290

４　退職給付引当金の増加額  1,280 3,108

５　受取利息及び受取配当金  △1,785 △2,559

６　支払利息  24,247 33,025

７　株式交付費  6,410 －

８　株式公開費用  11,808 －

９　投資有価証券売却益  △10,702 △4

10　固定資産受贈益  △11,187 △18,482

11　投資有価証券売却損  57 －

12　固定資産除却損  29,825 68,101

13　売上債権の減少額（△増加額）  △11 32

14　たな卸資産の減少額（△増加額）  △1,506 2,654

15　仕入債務の増加額  30,008 66

16　未払金の増加額 （△減少額）  △3,846 2,344

17　未払費用の増加額  8,472 20,080

18　その他  △30,671 100,909

小計  308,902 465,272

19　利息及び配当金の受取額  403 399

20　利息の支払額  △24,692 △32,083

21　法人税等の支払額  △11,098 △5,692

営業活動によるキャッシュ・フロー  273,513 427,895

－ 8 －



  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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    

１　定期預金の純増減額  △25,008 61,009

２　有形固定資産の取得による支出  △193,040 △564,900

３　投資有価証券の売却による収入  23,733 6

４　敷金・保証金の支払による支出  △22,631 △37,579

５　貸付けによる支出  △1,024 △659

６　貸付金の回収による収入  17,449 23,634

７　その他  △2,420 △1,088

投資活動によるキャッシュ・フロー  △202,941 △519,578

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　長期借入れによる収入  300,000 700,000

２　長期借入金の返済による支出  △442,200 △594,300

３　設備未払金の支払による支出  △11,283 △20,544

４　社債の償還による支出  △100,000 △50,000

５　株式の発行による収入  286,539 －

６　株式公開費用の支払額  △11,808 －

７　自己株式の取得による支出  △40 －

８　配当金の支払額  △4,574 △4,042

財務活動によるキャッシュ・フロー  16,632 31,113

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  87,204 △60,569

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  196,180 256,749

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

※ 283,384 196,180
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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３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

　　その他有価証券 

　　　時価のあるもの

　第３四半期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

(1）有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）　

 (2）たな卸資産

　　店舗食材

　　　最終仕入原価法による原価法

　　 原材料

 　　 最終仕入原価法による原価法

 　  仕込品

       最終仕入原価法による原価法

 　  貯蔵品

       最終仕入原価法による原価法

(2）たな卸資産

　　店舗食材

      同左

　　 原材料

　　  同左

  　 仕込品

　　　 同左

　　 貯蔵品

　　　 同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　15年～31年

工具、器具及び備品　　６年～10年

(1) 有形固定資産

  同左

 

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

(2）無形固定資産

  同左

 

 (3）長期前払費用

　効果の及ぶ期間にわたり均等償却を

行っております。

(3）長期前払費用

  同左

 

 (4）賃貸不動産

　定率法によっております。

　ただし、建物（附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　15年～31年

工具、器具及び備品　　６年～10年

(4）賃貸不動産

  同左
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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）　　　　　

 ―――――

 

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、当

第３四半期会計期間に負担すべき支給

見込額を計上しております。

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務に基づき、

当第３四半期会計期間に発生している

と認められる額を計上しております。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中から

在任している役員に対する制度廃止日

時点までの期間に対応した支給予定額

を計上しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日を

もって廃止しており、当第３四半期会

計期間の新たな繰入額はありません。

(1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、当

期に負担すべき支給見込額を計上して

おります。

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務に基づき計

上しております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中から

在任している役員に対する制度廃止日

時点までの期間に対応した支給予定額

を計上しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日を

もって廃止しており、当事業年度の新

たな繰入額はありません。

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　　　　

 

 

６．四半期キャッシュ・フロー

計算書（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現金及

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か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

　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

(1）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。

(1）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３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

――――――――――― １　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は324千円増加し、経常利益は771

千円増加し、税引前当期純利益は43,141千円減少してお

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各資産の金額から直接控除してお

ります。

２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）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700,078千円

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されております。

３　役員賞与に関する会計基準

　役員賞与については、従来は利益処分により未処分利

益の減少として会計処理しておりましたが、当事業年度

から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用し、発生時に費用処理す

ることとしております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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　注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 　　   1,351,402千円

 投資その他の資産の減価償却累計額

 189,423千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 　　 1,248,822千円

 投資その他の資産の減価償却累計額

 149,037千円

※２　担保資産

　　　担保に供している資産

※２　担保資産

　　　担保に供している資産

建　  物 83,397千円

土 　 地 455,162千円

 合  計 538,560千円

建  　物    83,813千円

土  　地 455,162千円

合  計 538,976千円

 上記に対応する債務

一年以内返済予定の

長期借入金 

327,891千円

長期借入金 167,842千円

 合　計 495,733千円

 上記に対応する債務

一年以内返済予定の

長期借入金

265,479千円

長期借入金 252,321千円

合　計 517,800千円

※３　消費税等の取扱い　　　

  仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の上、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

　　　　　　　　　　――――――

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの　　　 ※１　営業外収益のうち主要なもの　　　

賃貸不動産収入  42,707千円 賃貸不動産収入  48,840千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 20,414千円

賃貸不動産費用 29,660千円

株式公開費用 11,808千円

支払利息　　　　　　 28,078千円

賃貸不動産費用 52,029千円

※３　特別利益のうち主要なもの  ※３　特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 10,702千円

固定資産受贈益 11,187千円

保険金収入 23,527千円

固定資産税還付金 6,543千円

投資有価証券売却益 4千円

固定資産受贈益 18,482千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 29,842千円

  

  

固定資産除却損 70,324千円

退店損失 50,464千円

減損損失 43,913千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 

有形固定資産 156,335千円

無形固定資産 42千円

投資その他の資産 13,442千円

有形固定資産 225,754千円

無形固定資産 57千円

投資その他の資産 15,112千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３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

 区分
前事業年度末株式
数（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 457,400 707,400 － 1,164,800

合計 457,400 707,400 － 1,164,800

自己株式

普通株式（注）２ － 60 － 60

合計 － 60 － 60

 (注）１　普通株式の発行済株式数の増加707,400株は、株式分割による増加457,400株、公募増資による増加250,000株

であります。

 ２　普通株式の自己株式の増加60株は、単元未満株式の買取り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

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半期会
計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式 4,574  １株につき10円 平成18年６月30日 平成18年９月25日

(2）基準日が当第３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期末後となるもの

 該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

 区分
前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 457,400 － － 457,400

合計 457,400 － － 457,400

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末残
高

（千円）
前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成17年９月22日

定時株主総会
普通株式 4,042

 旧株１株につき10円

 新株１株につき２円91銭
平成17年６月30日 平成17年９月26日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当の原
資

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式

利益剰余

金 
4,574  １株につき10円 平成18年６月30日 平成18年９月25日

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係

 　（平成19年３月31日現在）

現金及び預金 321,394千円

預入期間３か月超の定期預金  △38,010千円

現金及び現金同等物　  283,384千円

 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係

 （平成18年６月30日現在）

現金及び預金 209,181千円

預入期間３か月超の定期預金  △13,001千円

現金及び現金同等物　  196,180千円
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　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

　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３四半期末残高相

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)

四半期末残

高相当額

(千円)

機械及び装置 30,329 11,538 18,790

工具、器具及

び備品
128,099 72,919 55,179

合計 158,428 84,458 73,970

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第３四半期末

残高が有形固定資産の第３四半期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。    

 

取得価額相

当額

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

期末残高相

当額

(千円)

機械及び装置 58,355 48,262 10,093

工具、器具及

び備品
144,109 64,281 79,828

合計 202,465 112,543 89,921

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

 形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

 支払利子込み法により算定しております。

②　未経過リース料第３四半期末残高相当額等

 未経過リース料第３四半期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 23,667千円

１年超 50,302千円

合　計 73,970千円

（注）未経過リース料第３四半期末残高相当額は、有形

 固定資産の第３四半期末残高等に占める未経過リ

 ース第３四半期末残高の割合が低いため、支払利

 子込み法により算定しております。

１年以内 32,427千円

１年超 57,493千円

合　計 89,921千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減

価償却費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及び減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 25,869千円

減価償却費相当額 25,869千円

支払リース料 29,771千円

減価償却費相当額 29,771千円

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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

（減損損失について）

同左

－ 16 －



（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成19年３月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 5,044 9,470 4,425

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

 合計 5,044 9,470 4,425

   （注）１　減損処理を行った有価証券については、減損後の価額を取得原価としております。

２　減損処理にあたっては、第３四半期会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。

前事業年度（平成18年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 18,133 35,990 17,857

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 18,133 35,990 17,857

 　（注）１　減損処理を行った有価証券については、減損後の価額を取得原価としております。

 　　　　２　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

　　　　　　 い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行

             っております。

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年12月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役４名

当社従業員73名

ストック・オプション数 普通株式　　45,000株

付与日 平成17年12月20日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問

もしくは従業員の地位を有しているものとします。ただし、当社の取締役・監査役が

任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限り

ではありません。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間  平成19年９月23日から平成22年３月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年12月ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 45,000

失効 950

権利確定 －

未確定残 44,050

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

平成17年12月ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,800

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

 (注)　権利行使価格は１株当たりの払込金額を記載しております。
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（持分法損益等）

 当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

 該当事項はありません。

 前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 897円　32銭

１株当たり四半期純利益金額 66円　69銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額 －円　－銭

１株当たり純資産額 1,530円　55銭

１株当たり当期純利益金額 17円　34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 －円　－銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在しますが、希薄化効果を有し

ないため、記載しておりません。

 

　当社は、平成18年９月１日付けで株式１株につき２株

の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

前事業年度

 １株当たり純資産額　　　　　　　　　765円　27銭

 １株当たり当期純利益金額　　　　　　　8円　67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、潜在株式は存在しますが、当社株式は非上場で

あり期中平均株価が把握できないため記載しておりませ

ん。

 

　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、潜在株式は存在しますが、当社株式は非上場で

あり期中平均株価が把握できないため記載しておりませ

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。

項目 当第３四半期会計期間 前事業年度

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益（千円） 64,773 7,931

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 64,773 7,931

期中平均株式数（株） 971,298 457,400

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権）   （－）  （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株予約権１種類（新株予約

権の数43,750個）。 

 

新株予約権１種類（新株予約

権の数44,050個）。 
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（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ───────────

 

 

 

　平成18年７月31日開催の臨時取締役会において、平成

18年９月１日付をもって、当社の普通株式１株を２株に

分割することを決議いたしました。

１．分割により増加する株式数　　

普通株式とし、平成18年８月31日現在の発行済株式

数に１を乗じた株式数。

 

 

 

２．分割の方法　　  

平成18年８月31日の最終の株主名簿に記載または記

録された株主の所有株式数を、１株につき２株の割

合をもって分割する。

 

 

３．配当起算日　　

平成18年７月１日  

 

 

 

４．発行可能株式総数の増加　　

平成18年９月１日付をもって当社定款を変更し、発

行可能株式総数を1,820,000株増加し3,640,000株と

する。  

 

 

５．その他、この株式の分割に必要な一切の事項は、今

後、取締役会において決定する。 

 

 

 

６．なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前期における１株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当期における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなります。  

 

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 755.74円  765.27円

１株当たり当期純損失額 １株当たり当期純利益金額

 14.11円  8.67円

　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。

　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、潜在株式は存在します

が、当社株式は非上場であ

り期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりませ

ん。
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(5）事業部門別売上高

　　　当第３四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

 

当第３四半期会計期間

 （自　平成18年７月１日

 　　至　平成19年３月31日）

前事業年度

 （自　平成17年７月１日

 　　至　平成18年６月30日）

事業部門 金額（千円） 金額（千円）

 クイックサービス部門 1,878,180 2,379,763

 ファミリーサービス部門 1,061,945 1,262,597

 カジュアルサービス部門 131,629 258,239

 その他 7,577 4,027

合計 3,079,331 3,904,627

 （注）１  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２  その他は、食材売上であります。
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