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１．平成19年３月中間期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 2,817 25.9 821 15.0 850 14.8 476 27.7

18年３月中間期 2,238 － 714 － 740 － 372 －

18年９月期 3,143 － 311 － 325 － 153 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月中間期 30,265 29 29,496 42

18年３月中間期 26,909 13 － －

18年９月期 10,832 57 － －

（参考）持分法投資損益 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

(2）連結財政状態

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３月中間期 3,380 1,782 52.7 106,390 45

18年３月中間期 2,221 905 40.7 62,641 43

18年９月期 2,248 686 30.5 47,464 64

（参考）自己資本 19年３月中間期 1,782百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 686百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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３月中間期 993 △557 680 1,550

18年３月中間期 760 △233 187 968

18年９月期 373 △436 242 433

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期 － － － － － － － － 0 00

19年９月期（実績） － － － －   
0 00

19年９月期（予想）   － － － －

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）

（％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
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 4,214 34.0 410 31.8 456 40.2 270 76.4 16,160 51
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　無

(2）中間連結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（中間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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月中間期 16,753株 18年３月中間期 14,453株 18年９月期 14,453株

②　期末自己株式数 19年３月中間期 0株 18年３月中間期 0株 18年９月期 0株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月中間期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 2,798 26.5 803 15.4 832 15.0 464 26.1

18年３月中間期 2,212 － 696 － 723 － 368 －

18年９月期 3,108 － 303 － 317 － 153 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年３月中間期 29,504 07

18年３月中間期 26,561 55

18年９月期 10,827 39

(2）個別財政状態

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３月中間期 3,355 1,769 52.7 105,619 83

18年３月中間期 2,103 899 42.8 62.248 48

18年９月期 2,235 685 30.6 47,399 82

（参考）自己資本 19年３月中間期 1,769百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 685百万円

２．平成19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％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
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 4,150 33.5 400 31.8 429 35.3 254 65.9 15,191 84

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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

なる仮定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、３ページ「１．経営成績(1)経営成績の分析」をご

覧ください。

　なお、当社グループにおいて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、その結果、

上半期と下半期の業績に著しい季節的変動があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間におけるわが国の景気は、途中、米国景気の先行き不透明感や中国上海株の急落をきっかけに

した世界連鎖株安などのマイナス要素はあったものの、引き続き回復基調を保っており、既に好況トレンドも過去最

長期間を記録していると言われております。しかしながら個人消費に関しては緩やかな回復基調にはあるものの、実

感としてはいまだ伸び悩みの感が拭いきれない状況にあります。

　外食産業界に目を転じますと、昨秋からのノロウィルスの流行や飲酒運転などの交通規制の強化等、業界全体とし

てはネガティブなニュースが相次ぎ、また上述のように個人消費の伸び悩みも影響して、その経営環境はますます厳

しさを増しています。加えて、記録的な暖冬といった自然の要素も、それに追い討ちをかけるという状況になってお

ります。

　このような状況の中、当社グループは平成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、当中間連結会計期間においては売上増に大きく貢献いたしております。外食産業全体

がやや弱含みの傾向にある中、当社グループといたしましては、今後首都圏での「ふぐ食文化」のさらなる浸透を進

めることにより、ビジネスチャンスはさらに拡大するものと考え、積極的な展開を今後も伸張する計画であります。

＜当社グループ事業の業績の状況＞

　上記に述べました事業展開の結果、平成19年９月期中間期における売上高は28億17百万円（前年同期比25.9％増）

となりました。損益面では当社主要食材である『国産養殖ふぐ』の市場相場が、中国産輸入品の影響で下落傾向にあっ

たことが利益面で大きく寄与し、営業利益は８億21百万円（前年同期比15.0％増）、経常利益は８億50百万円（同

14.8％増）、中間期純利益は４億76百万円（同27.7％増）と大幅な増収増益を達成いたしました。

　当中間連結会計期間においては記録的な暖冬に見舞われ、売上に関しては当初の見込29億96百万円から約６％ダウ

ンとなりましたが、ふぐ相場の下落傾向に加え、従来から引き続き、仕入ルートの一層の効率化推進による売上原価

関連コストのさらなる圧縮化を実現したことにより、営業利益の当初見込より約11％アップ、経常利益の当初見込よ

り約11％アップ、また中間期純利益の当初見込より約10％アップをそれぞれ達成しております。

＜当期の見通し＞

  当社グループは引き続き関東地区における新規出店を加速してまいります。平成19年９月期下半期においては直営

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。これは目指す経営指標を達成するため

の重要なプロセスであると位置付けております。即ち、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、また人材配置などをはじめとする様々な課題・リスクに直面することとなりますが、これを今後の業容拡

大への試金石と捉え、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。また、夏季

対策として夏季限定メニューの積極的な投入を予定いたしております。

　以上の状況から、平成19年９月期通期におきましては、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。 

(2）財政状態に関する分析

　当社グループの属する外食産業界の伸び率は低調で推移し、経営戦略の巧拙により明暗が分かれるという厳しい状

況にあります。そのような環境下で上述のように当社グループは、18年９月期において12店舗の新規出店をいたしま

した。出店資金の調達方法は自己資金、銀行借入及びリースにて行っております。

(流動資産)

当中間連結会計期間末における流動資産は、17億99百万円（前年同期比53.1％増）となりました。主な要因は現金及

び預金の増加５億65百万円、売掛金の増加27百万円であります。

(固定資産)

当中間連結会計期間末における固定資産は15億80百万円（同51.1％増）となりました。主な要因は新規出店に伴う建

物及び構築物の純増加２億51百万円、その他固定資産の純増加１億30百万円であります。

(流動負債)

当中間連結会計期間末における流動負債は11億80百万円（同22.4％増）となりました。主な要因は買掛金の増加32百

万円、短期借入金の減少70百万円、1年内に返済予定の長期借入金の増加１億19百万円であります。

(固定負債)

当中間連結会計期間末における固定負債は４億18百万円（同18.7％増）となりました。長期借入金の増加１億06百万

円であります。

(純資産)

当中間連結会計期間末における純資産は17億82百万円（同96.9％増）となりました。主な要因は増資による資本金の

増加３億10百万円、同資本剰余金の増加３億10百万円、利益剰余金の増加２億56百万円であります。

以上の結果、当中間連結会計期間末における資産合計は33億80百万円（同52.1％増）、自己資本比率は52.7％(同12.0

ポイント上昇)となりました。
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＜当社グループのキャッシュ・フローの状況＞

　当中間連結会計期間においては、営業活動の結果得られた資金は９億93百万円（前年同期比30.5％増）、投資活動

で使用した資金は５億57百万円（同138.7％増）となったものの、財務活動の結果得られた資金は６億80百万円（同

262.9％増）となり、その結果現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前中間連結会計期間末に比べ５億81百万

円増加し、15億50百万円（同60.0％増）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９億93百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益８億50百万円、減価

償却費１億38百万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５億57百万円となりました。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５億12百万円、投資有価証券の取得による支出１億99百万円、同じく投資有価証券の売却による収入２億円によ

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６億80百万円となりました。これは株式発行による収入６億11百万円、短期借入によ

る収入２億円、長期借入の返済による支出１億15百万円、社債の償還による支出16百万円によるものであります。

 

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年９月期 平成19年９月期

中間 期末 中間

自己資本比率（％） 40.7 30.5 52.7

時価ベースの自己資本比率（％） － － 148.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 62.2 213.8 87.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 139.3 37.3 125.0

　　　　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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）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。なお18年9月期中間期・

期末ともに当社株式には時価が存在しなかったため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結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

としています。　

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当事業等のリスク

　当社グループは、設立以来、新規出店のための財務体質の強化及び人材の確保による競争力の向上を経営の重要課

題として取り組んで参りました。即ち、当社は中長期的な事業計画に基づいた適時な設備投資、人材採用のための内

部留保の確保ひいては財務体質の強化に重点を置きつつ、経営成績及び財政状態を勘案しながら、成長に見合った配

当を検討していく方針であります。

　当社グループといたしましては、当中間連結会計期間は前年比較において増収増益ではあるものの、未だ企業規模

に見合った十分な内部留保が確保されている状況ではないと考えております。将来の積極的な事業展開のためには、

まず財務体質の強化を最優先とすることが適切な経営判断であると考え、十分な内部留保が確保できるまでは無配と

させていただく予定であります。内部留保資金につきましては、今後に予想される新規出店、それに伴う人材確保に

有効に投資し、株主の皆様のご期待に十分にお応えできる業容へと体制を整えてまいります。

 

(4）事業等のリスク

① 仕入について

1.　主要食材の取引量確保について

　当社グループは主要食材であるとらふぐについては、国産養殖とらふぐのみを仕入れております。今後の急速な店

舗展開を視野に入れた場合、国産養殖とらふぐの取引量の確保が急務となります。

　対策として、当社グループは今後も良質な国産養殖とらふぐを調達するため、養殖業者と生産段階から情報交換を
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行い、計画的な仕入体制を取っております。また、海面養殖のみならず陸上養殖も重要であると考え、生産事業者と

の協力体制を敷いております。

　なお何らかの要因により、国産養殖とらふぐの取引量が確保できない場合は、当社グループの業績や事業展開に影

響を及ぼす可能性があります。

2.　特定の取引先への依存について

　当社グループは、主要食材であるとらふぐについて、国内卸・養殖業者６社から個別に仕入を行っており、最大の

仕入先である西日本魚市㈱につきましては、平成18年９月期において全体の仕入高の各々約30％を占める等、少数の

業者に依存しております。

　当社グループといたしましては、仕入先６社を九州、四国、近畿地方に分散させ、天候など外的要因に影響されや

すい養殖の環境に柔軟に対応して高品質のとらふぐが入荷できるように配慮しております。

なお、何らかの要因により、仕入先との取引が継続できなくなった場合は、当社グループの業績や事業展開に影響を

及ぼす可能性があります。

3.　主要食材の価格変動の影響について

　国産養殖とらふぐの市場価格は、安価な中国産とらふぐの影響により、比較的低価格で安定して推移しております。

当社グループといたしましては、仕入業者の強化拡大、陸上養殖事業への参加等によりリスク分散を図っていく所存

であります。

　なお、今後何らかの要因により、国産養殖とらふぐの価格が大きく変動した場合、当社グループの業績や事業展開

に影響を及ぼす可能性があります。

② 法的規制について

１.　ふぐ調理師免許制度について

　ふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止し、食品の安全性を確保することを目的として、ふぐを食材として取り扱

う場合、都道府県知事からふぐ取扱所及びふぐ調理師免許保持者の認証が必要となります。当社グループにおきまし

ては、安全な食材提供を第一に考えると共に今後の出店計画、出店地域を勘案して、従業員のふぐ免許の取得・登録

に注力しております。平成19年３月31日現在、当社におけるふぐ調理師免許有資格者数は、53名(東京都49名、神奈川

県９名、埼玉県23名、千葉県１名。合計人数の不一致は重複取得者を含むため)であります。

　しかしながら、出店予定地域におけるふぐ免許保持者が不足した場合、予定した出店を行うことができず、当社グ

ループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループが出店している東京都、神奈川県では有毒部分の加工販売、処理設備の不備等の法令違反を犯

した場合、その他ふぐ毒による重大な事故を発生させた場合には、各都道府県知事は当該店舗におけるふぐ取扱事業

所の登録の取り消し、または当該店舗の営業の全部もしくは一部について期間を定めて営業停止を命じることがあり

ますが、当社グループにおいて、当該法令に基づく行政処分等を受けたことはありません。

2.　食品衛生法について

　当社グループは飲食店として食品衛生法の規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の

発生及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては、食品衛生管理

者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県の許可を受けなければなりません。

また、営業店舗での食中毒の発生や、腐敗物の提供、未認証の添加物使用などの違反行為を行った場合には、所轄の

保健所は、当該店舗における営業許可の取り消し、または営業の全部もしくは一部について期間を定めて営業停止を

命じることがあります。当社グループの店舗では、過去において食中毒等の衛生管理上の問題は発生しておりません。

しかしながら、当社グループ店舗にて、何らかの要因で食中毒等の事件が発生した場合には、当社グループの業績や

事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

③ 当社の事業体制について

1.　管理部門の体制について

　平成19年３月31日現在における当社の管理部門は担当取締役１名、従業員７名で構成されており、内部管理体制は

現在の当社規模に応じたものとなっております。今後は業容拡大に伴い人員の増強と内部管理体制の一層の充実を図

る方針であります。しかしながら管理部門の体制強化のための人材確保が計画どおり進まなかった場合は適切な組織

対応が出来ず、事業の効率的運営に支障が生じる可能性があります。

2.　代表取締役坂本大地について

　当社の創業者である代表取締役社長坂本大地は、設立以来、経営方針や事業戦略の決定等、当社事業の中心的役割

を担っております。今後につきましては、権限委譲、後進の育成等、坂本大地に過度に依存しない体制の構築を進め

てまいる所存でありますが、何らかの理由により同氏が当社経営から離れることになる場合、当社グループの業績や

事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　また、同氏は当社の発行済株式数の79.38％（平成19年３月31日現在）を保有する大株主であり、同氏が、株主権を

行使することにより現在または将来の当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　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、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。

　なお、最近の有価証券報告書（平成18年12月28日提出）における「事業系統図」及び「関係会社の状況」から重要な

変更はございません。

(注１)　「泳ぎとらふぐ」とは、とらふぐを生きた状態で捌いてお客様に提供する当社の特徴を総称した造語でありま

す。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　現在の飲食業界におきましては食の情報の多様化等に伴い、ますます多彩なサービスが求められております。また、

食に対する「安全性」「健康志向」といった基本的な欲求から、「高級感」「コストパフォーマンス」さらには「五

感全ての満足感」に至るまで、顧客ニーズはますます複雑・多岐にわたり、現在の飲食業界はもはや、高付加価値な

サービスの提供による「差別化で勝ち残る」時代に突入しております。

　そのような環境の中、当社グループはとらふぐ料理のご提供を通じた「お客様のご満足」に常に徹底的にこだわり

続け、事業展開を行っております。

①「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の主な特徴

　かつて、ふぐ料理は高価であるというイメージが強く、特に関東地方ではその傾向がより顕著で、気軽に食べる料

理としての印象が希薄でした。そのイメージを打破するべく、当社は平成８年10月に東京でふぐのコース料理を4,980

円というお値打感のある値段で提供を始め、お客様から圧倒的な支持をいただきました。

　現在でも当時と変わらぬ手頃な価格、水槽に泳いでいるふぐをその場で捌いて提供するという新鮮さ、養殖とはい

えふぐの種類中最高級の国産とらふぐを使うという品質の良さも相まって、今日まで業績は順調に推移いたしており

ます。

②「国産養殖とらふぐ」の安定供給

　当社グループは、養殖業者、仕入先との連携強化を図り国産養殖とらふぐを安定した価格にて安定した供給量を確

保しております。具体的には、養殖業者とは生産段階から情報交換を行い、計画的な食材確保をしております。また、

仕入先とは市場を通さない産地直送取引を行っており中間コストを削減しております。

　一方、国内の養殖とらふぐ生産の50％以上を占める長崎県が「長崎県適正養殖業者認定制度」を制定して養殖業者

の育成・トレーサビリティの強化を政策的に行っているため、当社グループは長崎県かん水魚類養殖協議会等とも連

携を図り、良質な食材の確保に努めております。

　当社グループでは「自然の恵み」をより新鮮に、より安全に、お客様にご提供できるよう、安定した仕入ルートの

確立に日々努力しております。

③お客様にご提供する徹底した「こだわり」の姿勢

　当社グループとしましては、特に以下の２点について、他社との差別化を図っております。

　1.「最高級の食材をお値打ち感ある値段で提供する」ため、常に食材にこだわりを持ち、探究し続けております。

　　とらふぐ、米などの主食材のみならず、卵、豆腐をはじめ、塩、ポン酢、薬味などのわき役に至るまで、食のプ

　　ロフェッショナルとして厳しいチェックのもと、満足のいく食材のみ、お客様にご提供させていただいておりま

　　す。

　2.飲食店の店舗特徴を熟知したデザイナーと共に「大切な人と過ごせる空間の演出」をコンセプトとして「高級感

　　のある個室」にこだわった店舗作りをしております。食材・空間すべてにおいてこだわりを持ち、好コストパフ

　　ォーマンスでお客様にご満足いただく。これが当社グループの事業ポリシーであります。  

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループでは、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）におけるとらふぐ料理の普及率は大阪圏（大阪

府、兵庫県）と比べて相対的に低く、とらふぐ料理の大きな潜在マーケットが存在するという見方をしております。

したがって、当社グループを初めとするとらふぐ料理専門店の東京圏進出に伴い、今後市場は緩やかに拡大していく

ものと考えております。

　当社グループは直営店舗として、平成８年10月に東京都新宿区に１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」

新宿本店を出店して以来、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内に直営34店舗（平成19年３月現在）を展開してまい

りました。当社グループといたしましては、今後３年間で東京圏全域をターゲットとしてさらに店舗展開を進め、ふ

ぐ食文化のさらなる定着を推進していく方針であります。

  今後の店舗展開を積極的に推進していく背景として、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。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をマニュアル化し、それに

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、当中間期以降、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。

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。
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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。

 

(3）会社の対処すべき課題

　今後、当社グループがさらなる成長をするために、様々な課題が存在すると認識しております。具体的には、現状、

中長期的に以下の諸課題があると認識しており、解決に向けて全社一丸となって取り組んでいく所存であります。

① 繁忙期と閑散期について

ふぐ料理のイメージから、鍋を主体としたメニューのため、当社グループの繁忙期と閑散期の売上に極端な差異があ

り、平成18年９月期における上半期と下半期の比率は71.2％：28.8％となっております。この現状に対して、閑散期

の売上増加とコストの削減が課題と考えております。

平成18年９月期には６月から９月までは現行メニューと併行して夏季限定メニューをリリースいたしました。今後も、

商品開発活動を積極的に行っていく方針であります。

また閑散期の店舗オペレーションのさらなる効率化によるコスト削減（例えば、多層店舗における使用階の限定や営

業時間の短縮による水道光熱費や交通費の削減）及び人事管理のオペレーションを見直し、前年の売上や天候などに

基づいてアルバイトの出退勤を一層細かく管理し、適正な人員配置と迅速かつ適切な接客を実施してまいります。

② 人材育成について

社員の育成に関しましては、平成16年４月より高校、大学の新卒者を大量に採用を開始いたしました。平成16年は大

卒９名及び高卒20名、平成17年は大卒８名及び高卒８名、平成18年は大卒10名及び高卒５名、平成19年度は大卒14名

及び高卒24名を採用しております。今後の事業拡大を視野に入れた際の、更なる新卒採用枠の拡大、加えて即戦力と

なる人材の中途採用の両方に注力するため、採用に関して専任担当者を配置いたしております。また現在、大卒者の

採用を拡大すべく、就職活動前の大学生を対象にしたインターンシップ制度も導入しております。

また、アルバイトの育成についても人材育成のもう一つの柱と位置付け、積極的な取り組みを行っております。

③ ふぐ調理師免許取得者の育成

当社グループが掲げる特徴の一つといたしまして、ふぐ調理の実務研修によるふぐ調理技術の習得の推進があります。

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。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  1,042,687   1,607,856    512,188  

２．売掛金   48,396   75,640    42,440  

３．たな卸資産   11,752   13,959    9,960  

４．その他   72,980   102,414    133,782  

流動資産合計   1,175,817 52.9  1,799,870 53.2 624,053  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

 558,109   810,082    911,588   

(2）その他  154,499 712,608  284,812 1,094,895  382,286 204,685 1,116,274  

２　無形固定資産            

　(1) ソフトウェ
ア

 5,268 5,268  6,123 6,123  854 5,330 5,330  

３　投資その他の
資産

           

(1）敷金保証金  230,843   336,000    311,237   

(2）その他 ※２ 124,605   156,414    130,333   

貸倒引当金  △27,150 328,298  △12,750 479,665  151,366 △12,750 428,821  

固定資産合計   1,046,175 47.1  1,580,684 46.8 534,508  1,550,426 68.9

資産合計   2,221,993 100.0  3,380,555 100.0 1,158,561  2,248,799 100.0

            

㈱東京一番フーズ(3067) 平成 19 年 9 月期 中間決算短信

－ 9 －



  
前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   68,607   101,519    78,238  

２．短期借入金   270,100   200,000    －  

３．１年以内に返
済予定の長期
借入金

  101,303   220,388    226,535  

４．１年以内に償
還予定の社債

  32,000   34,000    32,000  

５．未払法人税等   364,154   412,641    115,754  

６．賞与引当金   2,177   2,456    12,096  

７．その他 ※４  126,023   209,132    550,152  

流動負債合計   964,366 43.4  1,180,138 34.9 215,771  1,014,776 45.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債   151,500   117,500    135,500  

２．長期借入金 ※２  188,650   295,299    404,280  

３．連結調整勘定   7,006   －    5,677  

４．負ののれん   －   4,319    －  

５．その他   5,114   939    2,558  

固定負債合計   352,270 15.9  418,057 12.4 65,787  548,015 24.4

負債合計   1,316,636 59.3  1,598,195 47.3 281,559  1,562,792 69.5

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   155,195 7.0  － － △155,195  － －

Ⅱ　資本剰余金   57,195 2.5  － － △57,195  － －

Ⅲ　利益剰余金   692,966 31.2  － － △692,966  － －

資本合計   905,356 40.7  － － △905,356  － －

負債、少数株主
持分及び資本合
計

  2,221,993 100.0  － － △2,221,993  － －
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前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  465,350 13.8 465,350  155,195 6.9

２．資本剰余金   － －  367,350 10.9 367,350  57,195 2.5

３．利益剰余金   － －  949,659 28.0 949,659  473,616 21.1

４．自己株式   － －  －    －  

株主資本合計   － －  1,782,359 52.7 1,782,359  686,006 30.5

純資産合計   － －  1,782,359 52.7 1,782,359  686,006 30.5

負債純資産合計   － －  3,380,555 100.0 3,380,555  2,248,799 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,238,928 100.0  2,817,695 100.0 578,767  3,143,642 100.0

Ⅱ　売上原価   621,372 27.8  759,202 26.9 137,830  913,766 29.1

売上総利益   1,617,556 72.2  2,058,492 73.1 440,936  2,229,876 70.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

           

１．広告宣伝費  37,146   21,756    97,717   

２．販売促進費  2,429   11,916    15,712   

３．給料手当  151,062   184,515    320,964   

４．雑給  189,941   265,227    280,902   

５．賞与引当金繰
入額

 2,177   2,504    11,771   

６．地代家賃  143,809   207,903    304,155   

７．減価償却費  89,770   138,943    194,763   

８．その他  287,074 903,413 40.3 404,600 1,237,368 44.0 333,954 692,591 1,918,578 61.0

営業利益   714,142 31.9  821,124 29.1 106,982  311,298 9.9

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  2   333    73   

２．受取配当金  －   －    5   

３．取引先協賛金  25,142   36,095    25,142   

４．経営指導料  3,684   3,193    5,061   

５．連結調整勘定
償却

 370   －    1,728   

６．負ののれん償
却額

 －   1,357    －   

７．その他  5,475 34,675 1.6 5,789 46,769 1.7 12,093 6,165 38,176 1.2

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  5,906   7,859    10,500   

２．新株発行費  836   －    837   

３．株式交付費  －   8,515    －   

４．その他  1,225 7,968 0.4 711 17,086 0.6 9,118 12,578 23,917 0.8

経常利益   740,850 33.1  850,807 30.2 109,957  325,557 10.4
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前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

　１．貸倒引当金戻
入益

 －   －    14,400   

２．投資有価証券
売却益

 － － － 141 141 0.0 141 － 14,400 0.5

Ⅶ　特別損失            

１．減損損失 ※１ 29,572   －    43,134   

２．固定資産除却
損

※２ 758   14    5,822   

３．その他  407 30,737 1.4 － 14 0.0 △30,722 407 49,364 1.6

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  710,112 31.7  850,934 30.2 140,821  290,592 9.2

法人税、住民
税及び事業税

 355,114   391,334    140,582   

法人税等調整
額

 △22,220 332,894 14.8 △16,442 374,891 13.3 41,997 △7,886 132,696 4.2

少数株主利益   4,392 0.2  － － △4,392  4,420 0.1

中間（当期）
純利益

  372,825 16.7  476,042 16.9 103,216  153,475 4.9
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   －

Ⅱ　資本剰余金増加高    

増資による新株の発行  57,195 57,195

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高   57,195

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   320,140

Ⅱ　利益剰余金増加高    

中間純利益  372,825 372,825

Ⅲ　利益剰余金中間期末残高   692,966
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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

中間連結会計期間中の変動額      

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

中間純利益 － － 476,042 476,042 476,042

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 476,042 1,096,352 1,096,352

平成19年３月31日　残高（千円） 465,350 367,350 949,659 1,782,359 1,782,359

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 710,112 850,934  290,592

減価償却費  89,770 138,943  194,763

減損損失  29,572 －  43,134

連結調整勘定償却額  △370 －  △1,728

負ののれん償却額  － △1,357  －

貸倒引当金の減少額  － －  △14,400

賞与引当金の減少額  △6,175 △9,640  3,742

受取利息及び受取配
当金

 △2 △333  △78

支払利息  5,906 7,859  10,500

支払手数料  395 －  10,557

投資有価証券売却益  － △141  －

新株発行費  836 －  837

株式交付費  － 8,515  －

固定資産除却損  758 14  5,822

売上債権の増加額  △27,082 △33,199  △21,126

たな卸資産の増加額  △2,981 △3,998  △1,189

仕入債務の増加額  24,659 23,281  34,290

その他  △15,546 115,986  △84,448

小計  809,852 1,096,863 287,011 471,270

利息及び配当金の受
取額

 2 333  78

利息の支払額  △5,461 △7,948  △10,010

手数料の支払額  △395 －  △10,557

法人税等の支払額  △43,027 △95,951  △77,410

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 760,969 993,296 232,326 373,369
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前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間期比

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）
増減

（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

 △9,300 △11,750  △15,159

有形固定資産の取得
による支出

 △208,227 △512,430  △307,979

無形固定資産の取得
による支出

 － △1,599  △778

子会社出資金の追加
取得による支出

 △6,714 －  △6,714

投資有価証券の取得
による支出 

 － △199,871  －

投資有価証券の売却
による収入 

 － 200,012  －

敷金保証金の取得に
よる支出

 △6,330 △24,828  △76,437

敷金保証金の解約に
よる収入

 － 66  280

長期前払費用の取得
による支出

 △2,992 △6,356  △29,224

その他  210 △287  △11

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △233,354 △557,044 △323,689 △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

 150,100 200,000  △120,000

長期借入れによる収
入 

 － －  393,900

長期借入金の返済に
よる支出

 △60,111 △115,128  △113,149

社債の償還による支
出

 △16,000 △16,000  △32,000

株式の発行による収
入

 113,553 611,794  113,552

財務活動による
キャッシュ・フロー

 187,541 680,666 493,125 242,302

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 715,156 1,116,918 401,762 179,647

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 253,520 433,167 179,647 253,520

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 968,676 1,550,085 581,409 433,167
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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 連結子会社の数　　　　　　１社

連結子会社名

(有)新宿活魚

連結子会社の数　　　　　　１社

連結子会社名

　　　　同　左

連結子会社の数　　　１社

 　　　連結子会社名

同　左

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　(有)新宿活魚の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しております。

同　左  （有）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たな卸資産

原材料

　総平均法による原価法

(1）重要な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 

   時価が無いもの

 　　移動平均法による原価法

②たな卸資産

原材料

同　左

(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

同　左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(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

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

定額法

　①有形固定資産

同　左

 主な耐用年数

建物　　　　　　５～33年

車両運搬具　　　２～５年

工具、器具及び備品

３～８年

主な耐用年数 

建物　　　　　　４～33年

車両運搬具　　　２～５年

工具、器具及び備品定額法

３～８年

 　　　　　　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

　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長期前払費用

同　左

 (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。

(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。

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　左

(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中間

連結会計期間負担額を計上して

おります。

②賞与引当金

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

 (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

(5）重要なリース取引の処理方法

同　左

 (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。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同　左

(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

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

　②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

 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。

③ヘッジ方針

同　左

　③ヘッジ方針

同　左

 ④ヘッジの有効性評価の方法

　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。

④ヘッジの有効性評価の方法

同　左

　④ヘッジの有効性評価の方法

同　左

 (7）その他中間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）その他中間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

(7）その他中間連結財務諸表作成

　　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．中間連結キャッシュ・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

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同　左 同　左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

　当中間連結会計期間から「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4,397千円増加し、税金等

調整前中間純利益は25,174千円減少し

ております。なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の中間連結財務諸表

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。

 ─────────────

 

（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）

  当中間連結会計年度より、「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1,782,359千円であります。なお、中

間連結財務諸表規則の改正により、当

中間連結会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間連結財務諸表規則により、

作成しております。

（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。

㈱東京一番フーズ(3067) 平成 19 年 9 月期 中間決算短信

－ 20 －



表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

  　　　　　　───────────── （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負のの

れん」として表示しております。

  　　　　　　─────────────  （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示しております。

  　　　　　　─────────────  （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示しております。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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、当中間連結

会計期間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、当中間連結会計期間から

「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

6,388千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が6,388

千円減少しております。

 　 ─────────────

 

　

（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

中間連結会計期間の資本金の増加に

より、外形標準課税制度を適用して

おります。これに伴い、当中間連結

会計期間から「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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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

前連結会計年度末
（平成18年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※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

 422,704千円  638,329千円  500,472千円

※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。

※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。

※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 50,667千円

土地 92,379千円

保険積立金 33,970千円

計 207,017千円

定期預金 30,000千円

建物 42,079千円

土地 84,102千円

保険積立金 33,970千円

計 190,152千円

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。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 143,978千円

計 143,978千円

長期借入金 133,982千円

計 133,982千円

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１行とコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。当中間連結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。

　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。当中間連結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。

　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。当中間連結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
400,000千円

借入実行残高 156,500千円

差引額 243,500千円

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

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。

 　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各年度の決算期末及び中間決算期末に

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÷ＥＢＩＴＤ

Ａ」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

及び中間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、「Ｅ

ＢＩＴＤＡ」とは、決算期末及び中間

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。

 

 

①各年度の決算期末及び中間決算期末に

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÷ＥＢＩＴＤ

Ａ」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

及び中間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、「Ｅ

ＢＩＴＤＡ」とは、決算期末及び中間

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決算期末及び中間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決算期末及び中間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 　─────────────  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。 

   

※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

　　　　　　　同　左

※４    ─────────────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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　減損損失

　当社グループは、当中間連結会計期間

において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。

※１　　─────────────

 

※１　減損損失

　当社グループは、当連結会計年度にお

いて、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

吉祥寺店
（東京都武
蔵野市）

店舗

建物 22,292

工具、器具
及び備品

417

長期前払費
用

771

リース資産 6,092

 合計  29,572

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

吉祥寺店
（東京都武
蔵野市）、
銀座店（東
京都中央
区）

店舗

建物 35,564 

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。

　上記店舗については、営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなったた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

ました。

　なお、当資産グループの回収可能価額

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。

 

 

 

　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。

　上記店舗については、営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなったた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

ました。

　なお、当資産グループの回収可能価額

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。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

工具、器具及び備品 758千円

計 758千円

車両運搬具 14千円

計 14千円

建物 4,772千円

工具、器具及び備品 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、連

結会計年度の上半期の売上高（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、上半期と下

半期の業績に季節的変動があります。

３　　　　　　　　同　左 ３　　　　　　　　同　左
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年10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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
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）平成18年12月21日の新株式発行によるものであります。

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）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,800 4,653 － 14,453

合計 9,800 4,653 － 14,453

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

　　　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　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３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,042,687千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△74,011千円

現金及び現金同等物 968,676千円

現金及び預金勘定 1,607,856千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△57,770千円

現金及び現金同等物 1,550,085千円

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

　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

　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

中間期末残高相当額

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

中間期末残高相当額

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

133,898 64,582 6,092 63,224

合計 133,898 64,582 6,092 63,224

 

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

176,211 99,013 6,092 71,105

合計 176,211 99,013 6,092 71,105

 

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．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

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年内 33,823千円

１年超 37,765千円

合計 71,588千円

リース資産減損勘定

の残高
4,988千円

１年内 30,804千円

１年超 42,610千円

合計 73,414千円

リース資産減損勘定

の残高
609千円

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
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

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 18,351千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,137千円

減価償却費相当額 16,737千円

支払利息相当額 1,914千円

減損損失 6,092千円

支払リース料 21,472千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,827千円

減価償却費相当額 19,391千円

支払利息相当額 2,484千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

同　左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日）

　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。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　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（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　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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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　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．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10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

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２名、当社及び当社子会社

従業員９名
当社取締役１名、当社従業員73名

ストック・オプション数 普通株式　　465株 普通株式　　375株

付与日 平成17年10月４日 平成18年３月24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、当社もしくは当社の子

会社・関連会社の取締役及び監査役ま

たは従業員たる地位にあることを要す

る。ただし、対象者である取締役また

は監査役が任期満了により退任した場

合及び対象者である従業員が定年退職

した場合ならびにその他取締役会が正

当な理由があると認めた場合にはこの

限りではない。 

新株予約権の割当を受けた者は権利行

使時において、当社もしくは当社の子

会社・関連会社の取締役及び監査役ま

たは従業員たる地位にあることを要す

る。ただし、対象者である取締役また

は監査役が任期満了により退任した場

合及び対象者である従業員が定年退職

した場合ならびにその他取締役会が正

当な理由があると認めた場合にはこの

限りではない。 

対象勤務期間 平成17年10月４日～平成19年10月４日 平成18年３月24日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成19年10月５日～平成27年９月30日 平成20年４月１日～平成28年３月11日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計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10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  465 375

付与  － －

失効  － 17

権利確定  － －

未確定残  465 358
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②　単価情報

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 24,000 30,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３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。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３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。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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 62,641円43銭

１株当たり中間純利益

金額
26,909円13銭

１株当たり純資産額 106,390円45銭

１株当たり中間純利益

金額
30,265円29銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
29,496円42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株当たり中

間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。

　 　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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３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株当たり中間（当期）純利益金額    

　　中間（当期）純利益（千円） 372,825 476,042 153,475

　　普通株主に帰属しない金額（千円） － －  －

　　普通株式に係る中間（当期）純利益

　　（千円）
372,825 476,042  153,475

　　普通株式の期中平均株式数（株） 13,855  15,729   14,168

    

潜在株式１株当たり中間（当期）純利益

金額 
   

　　中間（当期）純利益調整額　　　　

　　（千円） 
－ －  －

普通株式増加数（株） － 410  －

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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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前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

 　　　　　────── 株式分割の件　  　　　　　──────

   当社は平成19年５月10日開催の取締

役会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行する予定であ

ります。

　平成19年７月１日をもって普通株式

１株につき５株に分割します。

　(1)分割により増加する株式数

　　　普通株式　67,012株

　(2)分割方法

　　平成19年６月30日最終の株主名簿

　及び実質株主名簿に記載された株主

　の所有株式数を、１株につき５株の

　割合をもって分割します。 

 

   当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

前中間連結

会計期間

当中間連結

会計期間

前連結会計

年度

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

12,528円29銭 21,278円09銭 9,492円93銭 

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

5,381円83銭 6,053円06銭 2,166円51銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

－ 5,899円28銭 －
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 935,582   1,590,542    508,326   

２．売掛金  45,797   73,536    40,549   

３．たな卸資産  10,833   13,392    10,233   

４．その他  71,850   101,567    132,882   

流動資産合計   1,064,065 50.6  1,779,038 53.0 714,973  691,991 31.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2           

(1) 建物  554,452   806,906    908,188   

(2) その他  141,478   273,922    191,377   

有形固定資産
合計

 695,930   1,080,829   384,899 1,099,565   

２．無形固定資産  5,268   6,123   854 5,330   

３．投資その他の
資産

           

(1) 敷金保証金  229,526   334,663    309,900   

(2) その他 ※２ 135,579   167,870    141,519   

貸倒引当金  △27,150   △12,750    △12,750   

投資その他の
資産合計

 337,956   489,783   151,827 438,670   

固定資産合計   1,039,154 49.4  1,576,736 47.0 537,581  1,543,566 69.0

資産合計   2,103,219 100.0  3,355,774 100.0 1,252,555  2,235,558 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  79,341   105,886    82,674   

２．短期借入金  170,100   200,000    －   

３．１年以内に返
済予定の長期
借入金

 95,849   217,962    220,473   

４．１年以内に償
還予定の社債

 32,000   34,000    32,000   

５．未払法人税等  357,746   405,464    114,132   

６．賞与引当金  2,101   2,430    11,955   

７．その他 ※４ 124,777   206,843    546,914   

流動負債合計   861,916 41.0  1,172,587 35.0 310,671  1,008,150 45.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債  151,500   117,500    135,500   

２．長期借入金 ※２ 185,012   295,299    404,280   

３．その他  5,114   939    2,558   

固定負債合計   341,626 16.2  413,738 12.3 72,112  542,338 24.3

負債合計   1,203,542 57.2  1,586,325 47.3 382,783  1,550,489 69.4

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   155,195 7.4  － － △155,195  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  57,195   －    －   

資本剰余金合計   57,195 2.7  － － △57,195  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益

 687,287   －    －   

利益剰余金合計   687,287 32.7  － － △687,287  － －

資本合計   899,677 42.8  － － △899,677  － －

負債・資本合計   2,103,219 100.0  － － △2,103,219  － －
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前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  465,350 13.9 465,350  155,195 6.9

２．資本剰余金            

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

資本剰余金合
計

  － －  367,350 10.9   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

 －   936,749    472,679   

利益剰余金合
計

  － －  936,749 27.9 936,749  472,679 21.1

株主資本合計   － －  1,769,449 52.7 1,769,449  685,069 30.6

純資産合計   － －  1,769,449 52.7 1,769,449  685,069 30.6

負債純資産合計   － －  3,355,774 100.0 3,355,774  2,235,558 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,212,619 100.0  2,798,897 100.0 586,278  3,108,020 100.0

Ⅱ　売上原価   632,911 28.6  781,577 27.9 148,666  933,834 30.0

売上総利益   1,579,707 71.4  2,017,320 72.1 437,612  2,174,185 70.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  883,252 39.9  1,213,593 43.4 330,341  1,870,542 60.2

営業利益   696,455 31.5  803,726 28.7 107,271  303,642 9.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  34,288 1.5  45,337 1.6 11,048  36,403 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  6,967 0.3  17,025 0.6 10,057  22,826 0.8

経常利益   723,776 32.7  832,038 29.7 108,261  317,219 10.2

Ⅵ　特別利益   － －  141 0.0 141  14,400 0.5

Ⅶ　特別損失 ※3,4  30,737 1.4  14 0.0 △30,722  49,143 1.6

税引前中間
（当期）純利
益

  693,039 31.3  832,165 29.7 139,126  282,475 9.1

法人税、住民
税及び事業税

 348,814   384,155    138,750   

法人税等調整
額

 △23,785 325,029 14.7 △16,059 368,096 13.1 54,511 △9,677 129,073 4.2

中間（当期）
純利益

  368,010 16.6  464,069 16.6 98,271  153,402 4.9

前期繰越利益   319,277   － － －  － －

中間（当期）
未処分利益

  687,287   － － －  － －
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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

中間会計期間中の変動額        

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

中間純利益 － － － 464,069 464,069 464,069 44,069

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 310,155 464,069 464,026 1,084,379 1,084,379

平成19年３月31日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 936,749 936,749 1,769,449 1,769,449

前事業年度の株主資本等変動計算書（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 － － － 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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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

  (1）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）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

(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

(1）有形固定資産

同　左

 主な耐用年数

建物　　　　　　５～33年

車両運搬具　　　２～５年

工具、器具及び備品

３～８年

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

 　　　　　　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

 

(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）長期前払費用

 同　左

３．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。

株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

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。

(1）貸倒引当金

　　　　　同　左

(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中間会計

期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　　　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  同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　同　左

(1）ヘッジ会計の方法

同　左

 (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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同　左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同　左

 (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。

(3）ヘッジ方針

　　　　　同　左

(3）ヘッジ方針

同　左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　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。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　同　左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同　左

７．その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理

同　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

　当中間会計期間から「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4,397千円

増加し、税引前中間純利益は25,174千円減少

しております。なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間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。

 　　　─────────────

 

（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） 

  当中間会計期間より、「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1,769,449千円で

あります。なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

（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

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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、当中間会計期

間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、当中間会計期間から「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

6,388千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が6,388千円

減少しております。

 　　─────────────

 

 

（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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３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 ※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

 411,092千円  621,781千円  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。

※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。

※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 50,667千円

土地 92,379千円

保険積立金 33,970千円

計 207,017千円

定期預金 30,000千円

建物 42,079千円

土地 84,102千円

保険積立金 33,970千円

計 190,152千円

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。 担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 143,978千円

計 143,978千円

長期借入金 133,982千円

計 133,982千円

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１行とコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。当中間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。

　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。当中間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。

　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
400,000千円

借入実行残高 156,500千円

差引額 243,500千円

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

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。

 　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各年度の決算期末及び中間決算期末に

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÷ＥＢＩＴＤ

Ａ」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

及び中間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、「Ｅ

ＢＩＴＤＡ」とは、決算期末及び中間

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。

 

 

①各年度の決算期末及び中間決算期末に

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÷ＥＢＩＴＤ

Ａ」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

及び中間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、「Ｅ

ＢＩＴＤＡ」とは、決算期末及び中間

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決算期末及び中間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決算期末及び中間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 　─────────────  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。  
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前中間会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

※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

　　　　　　同　左

※４　　　　　─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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 ※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

受取利息 1千円

取引先協賛金 25,142千円

受取利息 322千円

取引先協賛金 36,095千円

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 ※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 4,540千円 支払利息 7,798千円

株式交付費 8,515千円

支払利息 8,728千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

減損損失 29,572千円 固定資産除却損 14千円 減損損失 43,134千円

※４　減損損失

　当社は、当中間会計期間において、以

下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

※４　 　───────────── 

 

※４　減損損失

　当社は、当事業年度において、以下の

資産グループについて減損損失を計上し

ております。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

吉祥寺店
（東京都武
蔵野市）

店舗

建物 22,292

工具、器具
及び備品

417

長期前払費
用

771

リース資産 6,092

 合計  29,572

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

吉祥寺店
（東京都武
蔵野市）
銀座店
（東京都中
央区）

店舗

建物 35,564 

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

　当社は、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。

　上記店舗については、営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなったた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

ました。

　なお、当資産グループの回収可能価額

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。

 

 

　

　当社は、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。

　上記店舗については、営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなったた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

ました。

　なお、当資産グループの回収可能価額

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。

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 87,005千円

無形固定資産 676千円

有形固定資産 135,493千円

無形固定資産 807千円

有形固定資産 188,468千円

無形固定資産 1,391千円

　６　当社の売上高（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、会計年度

の上半期の売上高（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、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。

　６　当社の売上高（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、会計年度

の上半期の売上高（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、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。

　６　　　　　─────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

　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

　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

中間期末残高相当額

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

中間期末残高相当額

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

133,898 64,582 6,092 63,224

合計 133,898 64,582 6,092 63,224

 

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

176,211 99,013 6,092 71,105

合計 176,211 99,013 6,092 71,105

 

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．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

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年内 33,823千円

１年超 37,765千円

合計 71,588千円

リース資産減損勘定

の残高
4,988千円

１年内 30,804千円

１年超 42,610千円

合計 73,414千円

リース資産減損勘定

の残高
609千円

１年内 40,872千円

１年超 55,323千円

合計 96195千円

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

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 18,351千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,137千円

減価償却費相当額 16,737千円

支払利息相当額 1,914千円

減損損失 6,092千円

支払リース料 21,472千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,827千円

減価償却費相当額 19,391千円

支払利息相当額 2,484千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

同　左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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 62,248円48銭

１株当たり中間純利益

金額
26,561円55銭

１株当たり純資産額 105,619円83銭

１株当たり中間純利

益金額
29,504円07銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

28,754円54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株当たり中

間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。

 　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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３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株当たり中間（当期）純利益金額    

　　中間（当期）純利益（千円） 368,010 464,069 153,402

　　普通株主に帰属しない金額（千円） － －  －

　　普通株式に係る中間（当期）純利益

　　（千円）
368,010 464,069  153,402

　　普通株式の期中平均株式数（株） 13,855  15,729   14,168

潜在株式１株当たり中間（当期）純利益

金額 
   

　　中間（当期）純利益調整額　　　　

　　（千円） 
－ －  －

普通株式増加数（株） － 410  －

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － － 
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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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前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３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）

 　　　　　────── 株式分割の件　  　　　　　──────

   当社は平成19年５月10日開催の取締

役会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行する予定であ

ります。

　平成19年７月１日をもって普通株式

１株につき５株に分割します。

　(1)分割により増加する株式数

　　　普通株式　67,012株

　(2)分割方法

　　平成19年６月30日最終の株主名簿

　及び実質株主名簿に記載された株主

　の所有株式数を、１株につき５株の

　割合をもって分割します。 

 

   当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。

前中間会計期間当中間会計期間 前事業年度

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

12,449円70銭 21,123円97銭 9,479円96銭

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

5,312円31銭 5,900円81銭 2,165円48銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

－ 5,750円91銭 －
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６．その他
 該当事項はありません。
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