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１．平成19年９月期第３四半期の連結業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期第３四半期 3,380 25.5 652 3.1 682 3.7 387 20.3

18年９月期第３四半期 2,694 － 632 － 657 － 322 －

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

19年９月期第３四半期 24,130 34 23,379 63

18年９月期第３四半期 22,911 29 － －

18年９月期 10,832 57 － －

（注）１．平成18年９月期第３四半期については、当社は未上場でありましたが、四半期財務諸表に対して株式会社東京証券取引所の定める「有
価証券上場規程に関する取扱要領」の５．(５)の規定に基づく、監査法人トーマツの意見表明のための手続きを受けているため、記載
をいたしております。

　　　２．平成18年９月期第３四半期における対前年同四半期増減率については、当社は平成17年９月期第３四半期において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。

(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９月期第３四半期 2,992 1,694 56.6 101,121 65

18年９月期第３四半期 1,918 854 44.6 59,151 42

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  

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９月期第３四半期 826 △601 618 1,276

18年９月期第３四半期 680 △261 39 712

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 － － － － － － － － － －

19年９月期（実績） － － － －     
－ －

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）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

(3）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

(4）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。

５．個別業績の概要（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期第３四半期 3,358 26.1 636 2.9 664 3.2 375 17.7

18年９月期第３四半期 2,663 － 618 － 643 － 319 －

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

19年９月期第３四半期 23,375 79

18年９月期第３四半期 22,677 75

18年９月期 10,827 39

（注）１．平成18年９月期第３四半期については、当社は未上場でありましたが、四半期財務諸表に対して株式会社東京証券取引所の定める「有
価証券上場規程に関する取扱要領」の５．(５)の規定に基づく、監査法人トーマツの意見表明のための手続きを受けているため、記載
をいたしております。

２．平成18年９月期第３四半期における対前年同四半期増減率については、当社は平成17年９月期第３四半期において四半期財務諸表を作
成していないため記載しておりません。

(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９月期第３四半期 2,974 1,681 56.5 100,341 94

18年９月期第３四半期 1,901 850 44.7 58,864 30

18年９月期 2,235 685 30.6 47,399 82

６．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・４ページ【定性的情報・財務諸

表等】「１．連結経営成績に関する定性的情報」以下をご覧ください。

　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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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 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。現在、首都圏におけ

る新規出店を加速しており、平成17年９月期に10店舗、平成18年９月期には12店舗の新規出店を果たし、当第３四半期

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店舗が売上増に大きく貢献いたしております。　

　当社グループは上半期（10月～3月）と下半期（4月～9月）の売上高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。従いまして当第３四半期の特徴といたしましては、中間期までに

計上された利益が、夏季を迎え徐々に漸減していく、といった傾向が挙げられます。この繁忙期と閑散期の差異にどの

ように対応していくかは、今後、当社グループがさらなる成長をするために、積極的に取り組んでいかねばならない課

題であると認識しており、当第３四半期においては以下の活動に注力いたしております。

(1)　閑散期対策について

　鍋料理を主体としたメニューのため、夏季の売上減は避けられない状況ですが、お客様に夏季にもとらふぐ料理をお

いしく召し上がっていただき、「冬のみ」のイメージの払拭と「夏だってふぐ」といった評判を浸透させるため、６月

から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ております。「ふぐ飯」「白子天ぷら」などはたくさ

んのお客様からご好評をいただいており、今後も引き続き、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にも積極的に取り組んでおります。店舗設備関連につい

ては、多層階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等の削減を中心に、また人件費関連につい

ては前年の売上や天候などに基づくアルバイトの効率配置による賃金や通勤交通費等の削減など、様々な角度からの施

策を展開いたしております。

(2)　投資フェーズとしての位置づけ

　避けることのできない閑散期ではありますが、当社グループでは逆に、次に来たるべき繁忙期へのエネルギー充填の

ための投資フェーズととらえ、時間とマンパワーに余力のあるこの時期であるからこそ、出来る活動を積極的に展開し

ております。

　①とらふぐ亭ブランドの浸透

　　半額セールなどのイベントを積極的に開催することにより新規来店のお客様を発掘し、とらふぐ亭ブランドの認知

　　度向上を図っております。

　②新規出店への準備

　　冬季繁忙期を見据えて毎年８・９月に新規出店するのが当社グループの従来のパターンであり、今年度も16店舗の

　　新規出店を計画しております。そのための店舗開発（物件選定、店舗設計・レイアウト等）を当第３四半期よりス

　　タートさせ、じっくり、慎重に新店の開発を進めております。

  ③人材育成の集中実施

　　ふぐ調理技術の習得をはじめとした、様々な社員研修を閑散期に集中的に実施いたしており、繁忙期、また新規出

　　店に向けて即戦力として活躍できるような人材育成を行っております。 

 

  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３四半期の業績といたしましては売上高33億80百万円（前年同期比25.5％増）、営業利益６億52百万

円（同3.1％増）、経常利益６億82百万円（同3.7％増）、第３四半期純利益３億87百万円（同20.3％増）、となりまし

た。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

 　当第３四半期における総資産は29億92百万円（前年同期比56.0％増）、負債合計は12億98百万円（同22.1％増）、ま

た純資産合計は16億94百万円（同98.2％増）、となりました。また当第３四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３四半期純利益の増加、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、12億76百万円

（同79.2％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８億26百万円（前年同期比21.5％増）となりました。これは税金等調整前第３四半期

純利益６億82百万円、減価償却費２億９百万円、仕入債務の減少21百万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６億１百万円（前年同期比129.9％増）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５億44百万円と敷金保証金の取得による支出30百万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６億18百万円（前年同期比1447.7％増）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２億円、長期借入金の返済による支出１億72百万円によるものでありま

す。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当社グループは、当第３四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。

　なお繰り返しとなりますが、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。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２  792,777   1,334,503   512,188  

２．売掛金   21,600   34,414   42,440  

３．たな卸資産  7,829  12,691   9,960  

４．その他   81,079   89,738   133,782  

　流動資産合計   903,287 47.1  1,471,347 49.2  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  512,806   750,722   911,588   

(2）その他  150,207 663,014  278,570 1,029,293  204,685 1,116,274  

２．無形固定資産           

  (1)ソフトウェア  5,305 5,305  5,665 5,665  5,330 5,330  

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金  242,225   341,522   311,237   

(2）その他 ※２ 131,631   157,058   130,333   

貸倒引当金  △27,150 346,704  △12,750 485,831  △12,750 428,821  

固定資産合計   1,015,026 52.9  1,520,790 50.8  1,550,426 68.9

資産合計   1,918,314 100.0  2,992,138 100.0  2,248,799 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   39,156   56,886   78,238  

２．短期借入金   156,500   200,000   －  

３．一年以内に返済予定の長
期借入金

  98,113   217,962   226,535  

４．一年以内に償還予定の社
債

  32,000   34,000   32,000  

５．未払法人税等   285,043   256,544   115,754  

６．賞与引当金   5,471   11,080   12,096  

７．その他  ※４  127,601   164,793   550,152  

流動負債合計   743,886 38.8  941,267 31.5  1,014,776 45.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   146,000   112,000   135,500  

２．長期借入金 ※２,３  163,346   240,808   404,280  

３．連結調整勘定   6,329   －   5,677  

４．負ののれん   －   3,640   －  

３．その他   3,836   330   2,558  

固定負債合計   319,512 16.6  356,779 11.9  548,015 24.4

負債合計   1,063,398 55.4  1,298,047 43.4  1,562,792 69.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   155,195 8.1  465,350 15.5  155,195 6.9

２．資本剰余金   57,195 3.0  367,350 12.3  57,195 2.6

３．利益剰余金   642,525 33.5  861,390 28.8  473,616 21.1

株主資本合計   854,915 44.6  1,694,090 56.6  686,006 30.5

純資産合計   854,915 44.6  1,694,090 56.6  686,006 30.5

負債純資産合計   1,918,314 100.0  2,992,138 100.0  2,248,799 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,694,794 100.0  3,380,613 100.0  3,143,642 100.0

Ⅱ　売上原価   757,395 28.1  932,157 27.6  913,766 29.1

売上総利益   1,937,398 71.9  2,448,455 72.4  2,229,876 70.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

  １．広告宣伝費  45,542   35,626   97,717   

  ２．販売促進費  7,277   20,315   15,712   

  ３．給料手当  237,509   304,387   320,964   

  ４．雑給  237,950   321,128   280,902   

  ５．賞与引当金繰入額  5,471   11,280   11,771   

  ６．地代家賃  216,720   314,044   304,155   

  ７．減価償却費  134,938   209,837   194,763   

  ８．その他  419,629 1,305,040 48.4 579,656 1,796,278 53.1 692,591 1,918,578 61.0

営業利益   632,357 23.5  652,177 19.3  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   4   5   

３．取引先協賛金  25,142   36,095   25,142   

４．経営指導料  4,338   3,676   5,061   

５．連結調整勘定償却  1,047   －   1,728   

６．負ののれん償却額  －   2,036   －   

７．その他  5,731 36,267 1.3 11,746 53,891 1.6 6,165 38,176 1.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  8,100   11,646   10,500   

２．新株発行費  －   －   837   

３．株式交付費  －   8,515   －   

４．その他  2,623 10,723 0.4 3,427 23,589 0.7 12,578 23,917 0.8

経常利益   657,901 24.4  682,480 20.2  325,557 10.4

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 － 14,400 0.5

Ⅶ　特別損失           

１．減損損失  ※１ 43,134   －   43,134   

２．固定資産除却損  ※２ 758   14   5,822   

３．その他  407 44,300 1.6 － 14 0.0 407 49,364 1.6

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益

  613,601 22.8  682,607 20.2  290,592 9.2

法人税、住民税及び
事業税

 309,554   303,552   140,582   

法人税等調整額  △22,729 286,824 10.6 △8,719 294,832 8.7 △7,886 132,696 4.2

少数株主利益   4,392 0.2  － －  4,420 0.1

第３四半期（当期）
純利益

  322,384 12.0  387,774 11.5  153,475 4.9
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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

第３四半期連結会計期間中の変
動額

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

第３四半期純利益 － － 322,384 322,384 － 322,384

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）

－ － － － △8,217 △8,217

第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

57,195 57,195 322,384 436,774 △8,217 428,557

平成18年６月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 642,525 854,915 － 854,915

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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

平成18年９月30日　残高
（千円）

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

第３四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３四半期純利益 － － 387,774 387,774 387,774

第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

310,155 310,155 387,774 1,008,084 1,008,084

平成19年６月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 861,390 1,694,090 1,694,090

 　　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

  

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30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） 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３四半

期（当期）純利益
 613,601 682,607 290,592

減価償却費  134,938 209,837 194,763

減損損失  43,134 － 43,134

連結調整勘定償却額  △1,047 － △1,728

負ののれん償却額  － △2,036 －

貸倒引当金の減少額  － － △14,400

賞与引当金の増加額

（△減少額）
 △2,881 △1,015 3,742

受取利息及び受取配当

金
 △7 △337 △78

支払利息  8,100 11,646 10,500

支払手数料  1,511 － 10,557

新株発行費  881 － 837

株式交付費  － 8,515 －

投資有価証券売却益  － △141 －

固定資産除却損  758 14 5,822

売上債権の減少額

(△増加額)
 △286 8,026 △21,126

たな卸資産の減少額 

(△増加額）
 941 △2,730 △1,189

仕入債務の増加額

(△減少額)
 △4,791 △21,351 34,290

その他  △27,447 110,567 △84,448

小計  767,405 1,003,601 471,270

利息及び配当金の受取

額
 7 337 78

利息の支払額  △7,818 △11,856 △10,010

手数料の支払額  △1,511 － △10,557

法人税等の支払額  △77,396 △165,309 △77,410

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 680,686 826,773 373,369
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30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） 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
 △13,950 △13,500 △15,159

有形固定資産の取得に

よる支出
 △216,684 △544,138 △307,979

無形固定資産の取得に

よる支出
 △388 △1,599 △778

子会社株式の追加取得

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
 △13,654 △30,666 △76,437

長期前払費用の取得に

よる支出
 △10,529 △11,659 △29,224

その他  231 △285 268

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △261,688 △601,708 △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)
 36,500 200,000 △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
 △88,605 △172,044 △113,149

社債の償還による支出  △21,500 △21,500 △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
 39,947 618,249 242,302

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加

額
 458,945 843,314 179,647

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首

残高
 253,520 433,167 253,520

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３

四半期末（期末）残高
 ※ 712,465 1,276,482 433,167
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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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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

　　　　（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３四半期決算日は、

第３四半期連結決算日と一致しており

ます。

 

　　　　　　 同　左

 

  ㈲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）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

 

 　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

 

　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　　　　５～33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

　　　　  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

 

 

　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。 

 　　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３

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 

　　　　　　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

連結会計年度負担額を計上し

ております。 
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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。

 　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

 

(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

　　　　　　 同　左

 

(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

 

 

　　　　　　 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

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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）

  当第３四半期連結会計期間から「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6,210千円増加し、税金等調整前第３

四半期純利益は36,924千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）

  当第３四半期連結会計期間より、「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

854,915千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第３四半期連結会計期間における第３四半

期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。

 

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30日）

  　　　───────────── （第３四半期連結貸借対照表）

　前第３四半期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、

当第３四半期連結会計期間から「負ののれ

ん」として表示しております。

  　　　─────────────  （第３四半期連結損益計算書）

　前第３四半期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、当第３四半期連結会計期間から「負のの

れん償却額」として表示しております。

  　　　─────────────  （第３四半期連結キャッシュ・フロー

　計算書）

　前第３四半期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、当第３四半期連結会計期間から「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

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30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、

当第３四半期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、当第３四半期連結会計

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7,206千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前第３四半期純利益が7,206千円減少

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）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年６月30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  ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 467,521千円  708,766千円  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  ※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。

 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  50,181千円 

 土　　地  92,379千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  206,532千円 

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  41,675千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  189,748千円 

 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  141,479千円 

 　　計 131,483千円 

長期借入金  131,483千円 

 　　計 131,483千円 

 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。当第３四半期

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。当第３四半期

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  400,000千円 

借入実行残高  156,500千円 

 　　差引額  243,500千円 

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÷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÷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。

 ※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 消費税等の取扱い

      　─────────────
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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  ※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。

   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）

 

 

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

 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）

 

 

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。

 

   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　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

       であります。

 ※２  固定資産の除却損の内訳は次のと

       おりであります。

 ※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

で

       あります。

工具、器具及び備品等  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　　　　　　同　　左  ３    　─────────────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年10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

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（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、平成17年12月21日の第三者割当増資による新株式発行による

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)基準日が当第３四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３四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。

 

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19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

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
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)基準日が当第３四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３四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。
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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（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は、平成17年12月21日の第三者割当増資による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)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 　　　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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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６月30日現

在)

 ※　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19年６月30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 792,777千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金  △80,311千円

 現金及び現金同等物 712,465千円 

 現金及び預金勘定 1,334,503千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金  △58,020千円

 現金及び現金同等物 1,276,482千円 

 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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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)

減損損
失累計
額相当
額 

(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具、器具及
び備品 

133,898 71,689 6,092 56,116

合計 133,898 71,689 6,092 56,116

 
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３四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具、器具及
び備品 

155,132 93,722 6,092 55,317

合計 155,132 93,722 6,092 55,317

 
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３四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

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３四半期末残高相当

額

      未経過リース料第３四半期末残高相当

額

 　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,752千円

１年超 29,530千円

合計 63,282千円

１年内 27,394千円

１年超 36,311千円

合計 63,706千円

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　3,350千円  リース資産減損勘定の残高　－ 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

(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 27,527千円

リース資産減損勘定の取

崩額 

2,741千円

減価償却費相当額 25,105千円

支払利息相当額 2,783千円

減損損失 6,092千円

支払リース料 36,006千円

リース資産減損勘定の取

崩額 

2,436千円

減価償却費相当額 32,600千円

支払利息相当額 3,516千円

  

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）

前第３四半期連結会計期間（平成18年６月30日現在）

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結会計期間（平成19年６月30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）

前第３四半期連結会計期間（平成18年６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。

　

当第３四半期連結会計期間（平成19年６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。

　

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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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年10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  － 13

権利確定  － －

未確定残  465 362

 

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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当第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期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．当第３四半期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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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年10月１日　至 平成18年６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。　

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成19年６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。　

　

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】

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成19年６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。

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成19年６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。

　

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】

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成19年６月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日　至 平成19年６月30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３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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 59,151円42銭

１株当たり当期純利益

金額
22,911円29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。

１株当たり純資産額 101,121円65銭

１株当たり四半期純利

益金額
24,130円34銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
23,379円63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。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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３四半期（当期）純利益

（千円）
322,384 387,774 153,475

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当

期）純利益（千円）
322,384 387,774 153,475

期中平均株式数（株） 14,071 16,070 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３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － 516 －

（うち新株予約権） － 516 －
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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、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

割いたしました。

　(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

仮定した場合の前第３四半期連結会計

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

仮定した場合の当第３四半期連結会計

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。

 

前第３四半期

連結会計期間

当第３四半期

 連結会計期間 

前連結会計

年度

１株当たり

純資産

 11,830円28銭 

１株当たり

純資産

 20,224円33銭 

１株当たり

純資産

 9,492円93銭

１株当たり

四半期純利益

  4,582円26銭

１株当たり

四半期純利益

  4,826円07銭

１株当たり

純利益

 2,166円51銭

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益

    - 円 - 銭

潜在株式調整

後１株当たり

四半期純利益

  4,675円93銭

潜在株式調整

後１株当たり

純利益

   - 円 - 銭

 なお、前連結会計年度以前の潜在株式調整後

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

であったため、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。

 　 ─────────────
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２  785,122   1,326,925   508,326  

２．売掛金   20,008   33,013   40,549  

３．たな卸資産   7,081   9,481   10,233  

４．その他   80,092   86,872   132,882  

　　流動資産合計   892,303 46.9  1,456,292 49.0  691,991 31.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１,２          

(1）建物  509,277   747,658   908,188   

(2）その他  138,228 647,506  268,889 1,016,547  191,377 1,099,565  

２．無形固定資産   5,305   5,665   5,330  

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金  240,908   340,177   309,900   

(2）その他 ※２ 142,734   168,648   141,519   

貸倒引当金  △27,150 356,493  △12,750 496,076  △12,750 438,670  

固定資産合計   1,009,305 53.1  1,518,290 51.0  1,543,566 69.0

資産合計   1,901,609 100.0  2,974,582 100.0  2,235,558 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   46,009   63,932   82,674  

２．短期借入金   156,500   200,000   －  

３．一年以内に返済予
定の長期借入金

  90,839   217,962   220,473  

４．一年以内に償還予
定の社債

  32,000   34,000   32,000  

５．未払法人税等   280,353   251,266   114,132  

６．賞与引当金   5,243   10,945   11,955  

７．その他 ※４  126,716   162,308   546,914  

流動負債合計   737,661 38.8  940,415 31.6  1,008,150 45.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   146,000   112,000   135,500  

２．長期借入金 ※２,３  163,346   240,808   404,280  

３．その他   3,836   330   2,558  

固定負債合計   313,182 16.5  353,138 11.9  542,338 24.3

負債合計   1,050,843 55.3  1,293,554 43.5  1,550,489 69.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   155,195 8.1  465,350 15.6  155,195 6.9

２．資本剰余金           

　(1)資本準備金  57,195 57,195 3.0 367,350 367,350 12.4 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  638,375 638,375 33.6 848,328 848,328 28.5 472,679 472,679 21.1

株主資本合計   850,765 44.7  1,681,028 56.5  685,069 30.6

純資産合計   850,765 44.7  1,681,028 56.5  685,069 30.6

負債純資産合計   1,901,609 100.0  2,974,582 100.0  2,235,558 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,663,507 100.0  3,358,083 100.0  3,108,020 100.0

Ⅱ　売上原価   772,036 29.0  961,496 28.6  933,834 30.0

売上総利益   1,891,470 71.0  2,396,587 71.4  2,174,185 70.0

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,273,332 47.8  1,760,406 52.5  1,870,542 60.2

営業利益   618,138 23.2  636,180 18.9  303,642 9.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  35,190 1.3  51,742 1.6  36,403 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  9,666 0.3  23,517 0.7  22,826 0.8

経常利益   643,662 24.2  664,405 19.8  317,219 10.2

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  141 0.0  14,400 0.5

Ⅶ　特別損失 ※４  44,300 1.7  14 0.0  49,143 1.6

税引前第３四半期
（当期）純利益

  599,361 22.5  664,532 19.8  282,475 9.1

法人税、住民税及
び事業税

 304,654   297,303   138,750   

法人税等調整額  △24,391 280,263 10.5 △8,419 288,883 8.6 △9,677 129,073 4.2

第３四半期（当
期）純利益

  319,098 12.0  375,648 11.2  153,402 4.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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

第３四半期会計期間中の変動額

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

第３四半期純利益 － － － 319,098 319,098 319,098 319,098

第３四半期会計期間中の変動額 合計
（千円）

57,195 57,195 57,195 319,098 319,098 433,488 433,488

平成18年６月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 638,375 638,375 850,765 850,765

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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３四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３四半期純利益 － － － 375,648 375,648 375,648 375,648

第３四半期会計期間中の変動額 合計
（千円）

310,155 310,155 310,155 375,648 375,648 995,958 995,958

平成19年６月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 848,328 848,328 1,681,028 1,681,028

 　　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 － － － 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
前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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 

 　　 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

(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）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　　　　　　　

　                 ５～33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

 　　 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

 

 

(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  （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。

 

（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３四半期会

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

　　　　　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
前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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

 

 

 

 

 

 

(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

 

  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

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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）

  当第３四半期会計期間から「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

6,210千円増加し、税金等調整前第３四半期

純利益は36,924千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）

  当第３四半期会計期間より、「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850,765

千円であります。なお、中間財務諸表規則の

改正により、当第３四半期会計期間における

第３四半期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

前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30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、

当第３四半期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、当第３四半期会計期間から「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7,206千円

増加し、営業利益、経常利益及び税引前第

３四半期純利益が7,206千円減少しておりま

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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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30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

 467,521千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  690,898千円

※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  50,181千円 

 土　　地  92,379千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  206,532千円 

 ※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 　41,675千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  189,748千円 

※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  141,479千円 

 　　計 141,479千円 

 　　　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金  131,483千円 

 　　計 131,483千円 

　　　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。当第３四半期

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

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 

 

※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３四半

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。

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。

 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　消費税等の取扱い

   　 　─────────────
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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 1千円 

　取引先協賛金 25,142千円 

※１　営業外収益のうち主要なもの

　受取利息 322千円 

　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 6,576千円 

  

※２　営業外費用のうち主要なもの

　支払利息 11,043千円 

  株式交付費 8,515千円 

※２　営業外費用のうち主要なもの　

　支払利息 8,728千円 

  

 

※３　　─────────────

 

※３　特別利益のうち主要なもの

　投資有価証券売却益 141千円 

  

 

※３　特別利益のうち主要なもの

　貸倒引当金戻入益 14,400千円 

  

※４　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

※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

  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。

 

   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。

 

 　　　─────────────  ①固定資産除却損  ②固定資産除却損

  車両運搬具 14千円 

  

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 130,651千円 

　無形固定資産 1,027千円 

４　減価償却実施額

　有形固定資産 204,609千円 

　無形固定資産 1,264千円 

４　減価償却実施額

　有形固定資産 188,468千円 

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

前第３四半期会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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。

　　　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。

㈱東京一番フーズ(3067)　平成 19 年９月期　第３四半期財務・業績の概況　

－ 38 －



（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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)

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

第３四半
期末残高
相当額
(千円)

工具、器
具及び備
品

133,898 71,689 6,092 56,116

合計 133,898 71,689 6,092 56,116

 
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３四半
期末残高
相当額
(千円)

工具、器
具及び備
品

155,132 93,722 6,092 55,317

合計 155,132 93,722 6,092 55,317

 
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３四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

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３四半期末残高相当額    未経過リース料第３四半期末残高相当額  　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,752千円

１年超 29,530千円

合計 63,282千円

１年内 27,394千円

１年超 36,311千円

合計 63,706千円

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 　3,350千円  リース資産減損勘定の残高 　－ 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 27,527千円

リース資産減損勘定の取崩

額 

2,741千円

減価償却費相当額 25,105千円

支払利息相当額 2,783千円

減損損失 6,092千円

支払リース料 36,006千円

リース資産減損勘定の取崩

額 

2,436千円

減価償却費相当額 32,600千円

支払利息相当額 3,516千円

  

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）

前第３四半期会計期間（平成18年６月30日現在）

　　　　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。

当第３四半期会計期間（平成19年６月30日現在）

　　　　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（平成18年９月30日現在）

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。

㈱東京一番フーズ(3067)　平成 19 年９月期　第３四半期財務・業績の概況　

－ 40 －



（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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 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。

１株当たり純資産額 100,341円94銭

１株当たり四半期純利

益金額
23,375円79銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
22,648円55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。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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３四半期（当期）純利益

（千円）
319,098 375,648 153,402

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当

期）純利益（千円）
319,908 375,648 153,402

期中平均株式数（株） 14,071 16,070 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３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － 516 －

（うち新株予約権） － 516 －
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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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前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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、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

割いたしました。

　(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

仮定した場合の前第３四半期会計期間

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

場合の当第３四半期会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

 

前第３四半期

会計期間

当第３四半期

会計期間 
前事業年度

１株当たり

純資産

 11,772円86銭 

１株当たり

純資産

 20,068円39銭 

１株当たり

純資産

 9,479円96銭

１株当たり

四半期純利益

  4,535円55銭

１株当たり

四半期純利益

  4,675円16銭

１株当たり

純利益

 2,165円48銭

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益

    - 円 - 銭

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益

  4,529円71銭

潜在株式調整

後１株当たり

純利益

   - 円 - 銭

  なお、前事業年度以前の潜在株式調整後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っ

たため、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。

  　─────────────
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