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（百万円未満切捨て）

１．平成20年６月期第１四半期の業績（平成19年７月１日　～　平成19年９月30日）

（1）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 ％

20年６月期第１四半期 1,207 － 34 － 23 － 21 －

19年６月期第１四半期 － － － － － － － －

19年６月期 4,101 － 98 － 52 － 69 －

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

20年６月期第１四半期 18 52 － －

19年６月期第１四半期 － － － －

19年６月期 66 21 － －

　（注）①平成19年６月期第１四半期は四半期財務・業績の概況を作成しておりませんので、前年同四半期実績及び対前

　        年同四半期増減率は記載しておりません。

 　　 　②潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在しますが、希薄化効果を有しないため、

          記載しておりません。

（2）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

20年６月期第１四半期 3,962 1,058 26.7 908 80

19年６月期第１四半期 － － － － －

19年６月期 3,662 1,049 28.6 900 99

  （注）平成19年６月期第１四半期は四半期財務・業績の概況を作成しておりませんので、前年同四半期実績は記載し

        ておりません。

（3）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

20年６月期第１四半期 119 △252 247 328

19年６月期第１四半期 － － － －

19年６月期 340 △331 8 213

　（注）平成19年６月期第１四半期は四半期財務・業績の概況を作成しておりませんので、前年同四半期実績は記載し

　　　　ておりません。　
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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

19年６月期 － － － － － － 10 00 10 00

20年６月期 － － － － － － － －

20年６月期（予想） － － － － － － 10 00 10 00

 

３．平成20年６月期の業績予想（平成19年７月１日　～　平成20年６月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 2,321 13.4 49 △9.7 28 20.8 △4 △115.8 △4 23

通期 4,747 15.8 109 11.0 58 12.4 21 △68.9 18 48

 

 ４．その他

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

　 (2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

   (3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無       

 

※　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）

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含 

    んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰など先行きに不安定要因があるものの、企業

業績の改善を背景に設備投資の増加や雇用者情勢の改善が持続し、個人消費にも穏やかな回復の兆しが見られました。

  外食産業におきましては、売上の伸張が続いているファストフードを中心として、既存店の売上高も堅調に推移いた

しましたが、少子高齢化による市場規模の縮小、オーバーストアによる競争激化の環境は依然として続いております。

    このような環境下のもと、当社では、「一刻魁堂」２店舗、「中華食堂」２店舗および「龍虎（ロンフー）」業態１

  店舗の計５店舗を新たに出店、また「中華食堂」１店舗を閉鎖したことにより、当第１四半期会計期間末現在の店舗数

  は、55店舗（前事業年度末比４店舗の増加）となりました。

    また、売上高は７月に台風等の天候不順があり低迷しましたが、８月、９月は順調に推移した結果、当第１四半期会

　計期間の業績は、売上高1,207百万円、営業利益34百万円、経常利益23百万円、第１四半期純利益21百万円となりまし 

  た。　　

 

２．財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ299百万円増加し、3,962百万円となりました。これ

  は主に５店舗の新規出店に伴い有形固定資産が185百万円増加したことによるものであります。

    負債につきましては、前事業年度末に比べ290百万円増加し、2,903百万円となりました。これは主に長期借入金が  

  306百万円増加したことによるものであります。

    純資産につきましては、前事業年度末に比べ９百万円増加し、1,058百万円となりました。これは主に利益剰余金が

９百万円増加したことによるものです。 

 

  キャッシュ・フローの状況

 　 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ115百万増加　

  し328百万円となりました。

    なお、当第１四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 　

   (営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　 当第１四半期会計期間において営業活動により得られた資金は119百万円となりました。これは主に税引前第１四半

  期純利益23百万円、減価償却費66百万円及び仕入債務の増加15百万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）

    当第１四半期会計期間において投資活動により使用した資金は252百万円となりました。これは主に新規出店に伴う

  有形固定資産の取得による支出251百万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）

 　 当第１四半期会計期間において財務活動により得られた資金は247百万円となりました。これは主に長期借入金によ

  る収入500百万円があった一方、長期借入金の返済による支出193百万円及び社債の償還による支出50百万円によるも 

  のであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

  平成20年６月期の中間期及び通期業績予想につきましては、当初予想から変更しておりません。

 

  （注）業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条件

 　　 に基づいたものです。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。

 　　 

 

㈱ＪＢイレブン（3066）平成 20 年６月期第１四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 3 －



４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  346,356   260,180   

２．売掛金  209   3   

３．たな卸資産  26,329   31,574   

４．その他  142,473   134,149   

流動資産合計   515,368 13.0  425,908 11.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１,２ 1,774,579   1,656,378   

(2）土地   ※２ 584,893   584,893   

(3）その他 ※１ 376,830   309,557   

有形固定資産合計  2,736,303  69.1 2,550,829  69.6

２．無形固定資産  5,728  0.1 5,742  0.2

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  325,379   289,572   

(2）その他 ※１ 379,272   390,808   

投資その他の資産合計  704,652  17.8 680,381  18.6

固定資産合計   3,446,683 87.0  3,236,953 88.4

資産合計   3,962,052 100.0  3,662,861 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  141,184   126,154   

２．一年以内返済長期借入
金

 ※２ 638,023   523,824   

３．未払法人税等  6,734   13,229   

４．賞与引当金  24,600   8,140   

５．その他  ※３ 398,022   389,652   

流動負債合計   1,208,563 30.5  1,061,000 29.0

Ⅱ　固定負債        

１．社債  200,000   250,000   

２．長期借入金  ※２ 1,416,093   1,223,432   

３．退職給付引当金  13,837   12,626   

４．役員退職慰労引当金  40,648   40,648   

５．その他  24,464   25,813   

固定負債合計   1,695,044 42.8  1,552,520 42.4

負債合計   2,903,607 73.3  2,613,521 71.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   479,205 12.1  479,205 13.1

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  394,254   394,254   

資本剰余金合計   394,254 10.0  394,254 10.8

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  14,180   14,180   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  80,000   80,000   

繰越利益剰余金  89,368   79,439   

利益剰余金合計   183,548 4.6  173,619 4.7

４．自己株式   △104 △0.0  △104 △0.0

株主資本合計   1,056,903 26.7  1,046,974 28.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  1,542 0.0  2,365 0.0

評価・換算差額等合計   1,542 0.0  2,365 0.0

純資産合計   1,058,445 26.7  1,049,339 28.6

負債純資産合計   3,962,052 100.0  3,662,861 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,207,586 100.0  4,101,467 100.0

Ⅱ　売上原価   346,916 28.7  1,219,767 29.7

売上総利益   860,669 71.3  2,881,700 70.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   826,113 68.4  2,783,415 67.9

営業利益   34,556 2.9  98,284 2.4

Ⅳ　営業外収益  ※１  15,923 1.3  67,753 1.7

Ⅴ　営業外費用  ※２  26,925 2.2  113,605 2.8

経常利益   23,554 2.0  52,432 1.3

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  53,602 1.3

Ⅶ　特別損失  ※４  157 0.0  29,953 0.7

税引前四半期（当期）
純利益

  23,396 2.0  76,081 1.9

税金費用  1,821 1,821 0.2 6,849 6,849 0.2

四半期（当期）純利益   21,575 1.8  69,231 1.7

        

㈱ＪＢイレブン（3066）平成 20 年６月期第１四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 6 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

　　　

　合　計別途積立金
繰越利益

剰余金

平成19年６月30日残高（千円） 479,205 394,254 14,180 80,000 79,439 173,619 △104 1,046,974

第１四半期会計期間中の変動額

　剰余金の配当 － － － － △11,646 △11,646 － △11,646

　当四半期純利益 －  － － 21,575 21,575  21,575

　株主資本以外の項目の第１

　四半期会計期間中の変動額

　（純額）

－ － － － － － － －

第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － － － 9,928 9,928 － 9,928

平成19年９月30日残高（千円） 479,205 394,254 14,180 80,000 89,368 183,548 △104 1,056,903

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

平成19年６月30日残高（千円） 2,365 1,049,339

第１四半期会計期間中の変動額

　剰余金の配当 － △11,646

　当四半期純利益 － 21,575

　株主資本以外の項目の第１

　四半期会計期間中の変動額

　（純額）

△823 △823

第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△823 9,105

平成19年９月30日残高（千円） 1,542 1,058,445
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前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合　　計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

　

合　計別途積立金
繰越利益

剰余金

 平成18年６月30日残高（千円） 332,730 247,779 14,180 80,000 14,781 108,961 － 689,470

事業年度中の変動額

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

　剰余金の配当 － － － － △4,574 △4,574 － △4,574

　当期純利益 － － － － 69,231 69,231 － 69,231

　自己株式の取得 － － － － － － △104 △104

　株主資本以外の項目の事業

　年度中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 146,475 146,475 － － 64,657 64,657 △104 357,503

平成19年６月30日残高（千円） 479,205 394,254 14,180 80,000 79,439 173,619 △104 1,046,974

 評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価

差額金 

平成18年６月30日残高（千円） 10,607 700,078

  事業年度中の変動額

　新株の発行 － 292,950

　剰余金の配当 － △4,574

  当期純利益 － 69,231

  自己株式の取得 － △104

  株主資本以外の項目の事業

  年度中の変動額（純額）
△8,241 △8,241

 事業年度中の変動額合計（千円） △8,241 349,261

平成19年６月30日残高（千円） 2,365 1,049,339
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税引前四半期（当期）純利益  23,396 76,081

２　減価償却費  66,451 233,598

３　賞与引当金の増加額  16,460 1,330

４　退職給付引当金の増加額  1,211 3,174

５　受取利息及び受取配当金  △749 △2,279

６　支払利息  8,760 32,282

７　売上債権の減少額（△増加額）  △205 3

８　たな卸資産の減少額（△増加額）  5,245 △4,621

９　仕入債務の増加額  15,030 10,522

10　未払金の増加額 （△減少額）  1,819 △1,263

11　未払費用の増加額  17,689 25,499

12　その他  △15,429 △537

小計  139,679 373,792

13　利息及び配当金の受取額  358 483

14　利息の支払額  △13,662 △27,795

15　法人税等の支払額  △6,670 △6,171

営業活動によるキャッシュ・フロー  119,704 340,308
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当第１四半期会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の純増減額  29,020 △34,018

２　有形固定資産の取得による支出  △251,551 △294,294

３　有形固定資産の売却による収入  761 －

４　敷金・保証金の支払による支出  △35,907 △48,381

５　貸付けによる支出  △120 △1,024

６　貸付金の回収による収入  5,645 23,355

７　その他  － 22,897

投資活動によるキャッシュ・フロー  △252,151 △331,465

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　長期借入れによる収入  500,000 400,000

２　長期借入金の返済による支出  △193,140 △546,654

３　設備未払金の支払による支出  △1,541 △13,266

４　社債の償還による支出  △50,000 △100,000

５　配当金の支払額  △7,675 △4,574

６　自己株式の取得による収入  － 272,631

財務活動によるキャッシュ・フロー  247,642 8,136

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  115,196 16,979

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  213,160 196,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

※ 328,356 213,160
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　　その他有価証券 

　　　時価のあるもの

　第１四半期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

(1）有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）　

 (2）たな卸資産

　　店舗食材

　　　最終仕入原価法による原価法

　　 原材料

 　　 最終仕入原価法による原価法

 　  仕込品

       最終仕入原価法による原価法

 　  貯蔵品

       最終仕入原価法による原価法

(2）たな卸資産

　　店舗食材

    　同左

　　原材料

　  　同左

  　 仕込品

　　 　同左

　　 貯蔵品

　　 　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

 　　法人税法に規定する方法と同一の基

　 準によっております。

　建物（附属設備を除く）

イ　平成10年３月31日以前に取得した

　　もの

　　旧定率法

　 ロ  平成10年４月１日から平成19年３

　 　　月31日までに取得したもの

　　 　旧定額法

   ハ　平成19年４月１日以降に取得した
　　   もの
　　   定額法
   建物以外
   イ　平成19年３月31日以前に取得した
　   　もの
　　　 旧定率法
   ロ　平成19年４月１日以降に取得した
　   　もの
　   　定率法
   主な耐用年数
　   建物　　　　　　　　15年～31年
   　工具、器具及び備品　６年～10年

(1) 有形固定資産

  　同左

  (2) 無形固定資産

     定額法によっております。

　 なお、耐用年数においては、法人税法

　 に規定する方法と同一の基準によって

　 おります。

(3) 長期前払費用

　　効果の及ぶ期間にわたり均等償却を

　行っております。

(2）無形固定資産

 　 同左

 

 

 (3) 長期前払費用　　　　　

 　　　同左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 (4) 賃貸不動産

　法人税法に規定する方法と同一の　
基準によっております。
　建物（付属設備は除く）
　  旧定額法
　建物以外
　　旧定率法
 
　主な耐用年数
　　建物　　　　　　　　15年～31年
　　工具、器具及び備品　６年～10年

 （追加情報）

 　 平成19年度の法人税法の改正に伴い、 

  当第１四半期会計期間より、平成19年３ 

  月31日以前に取得した有形固定資産及び

　賃貸不動産のうち償却可能限度額まで償

　却が終了しているものについては、残存

　簿価を５年間で均等償却しております。

　　なお、この変更による影響額は軽微で

　あります。

(4) 賃貸不動産　　　

 　 同左

 

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、当第

１四半期会計期間に負担すべき支給見込

額を計上しております。

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき、当第

１四半期会計期間に発生していると認め

られる額を計上しております。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中から在

任している役員に対する制度廃止日時点

までの期間に対応した支給予定額を計上

しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日を

もって廃止しており、当第１四半期会計

期間の新たな繰入額はありません。

(1) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、当期

に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。

 (2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき計上し

ております。

(3) 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中から在

任している役員に対する制度廃止日時点

までの期間に対応した支給予定額を計上

しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日を

もって廃止しており、当事業年度の新た

な繰入額はありません。　

４．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　　　　

 

 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な現金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　同左　　　　　　　　　　　

 

 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

　抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

　同左 　　　　　　　　　　　
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

――――――――――― １　固定資産の減価償却方法の変更

　　平成19年度の法人税法の改正((所得税法等の一部を改

　正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法

　人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日

　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

　ものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

　しております。

　　これに伴う損益への影響は軽微であります。 

㈱ＪＢイレブン（3066）平成 20 年６月期第１四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 13 －



(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 　　   1,473,550千円

      投資その他の資産の減価償却累計額

193,525千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 　     　   1,410,853千円

      投資その他の資産の減価償却累計額

   190,056千円

※２　担保資産

　　　担保に供している資産

※２　担保資産

　　　担保に供している資産

建　  物 87,916千円

土 　 地 455,162千円

 合  計 543,079千円

建  　物   85,083千円

土  　地 455,162千円

合  計 540,246千円

 上記に対応する債務

一年以内返済予定の

長期借入金 

163,301千円

長期借入金 70,778千円

 合　計 234,079千円

 上記に対応する債務

一年以内返済予定の

長期借入金

240,529千円

長期借入金 171,292千円

合　計 411,821千円

※３　消費税等の取扱い　　　

  仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の上、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い　　　　　　

 　　　　同左

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

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

賃貸不動産収入  14,625千円 賃貸不動産収入 57,332千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7,364千円

賃貸不動産費用 11,960千円

支払利息　　　　　　 27,037千円

賃貸不動産費用 55,253千円

※３　特別利益のうち主要なもの  ※３　特別利益のうち主要なもの 

 ――――――

 

投資有価証券売却益 11,693千円

固定資産受贈益 11,746千円

保険金収入 　　　　　23,527千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損 157千円 固定資産除却損 29,895千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 

有形固定資産 62,538千円

無形固定資産 14千円

投資その他の資産 3,468千円

有形固定資産 217,660千円

無形固定資産 57千円

投資その他の資産 14,634千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19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

 区分
前事業年度末株式数

（株）
当第１四半期会計期間
増加株式数（株）

当第１四半期会計期間
減少株式数（株）

当第１四半期会計期間
末株式数（株）

（発行済株式）

　普通株式
1,164,800 － － 1,164,800

計 1,164,800 － － 1,164,800

（自己株式）

　普通株式
150 － － 150

計 150 － － 150

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半期
会計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第１四半期
会計期間増加

当第１四半期
会計期間減少

当第１四半期
会計期間末

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年９月26日

定時株主総会
普通株式 11,646 １株につき10円 平成19年６月30日 平成19年９月27日 

(2）基準日が当第１四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期末日後となるもの

 該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年７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

 区分 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

（発行済株式）

　普通株式
457,400 707,400 － 1,164,800

　　　　計 457,400 707,400 － 1,164,800

 （自己株式）

 　普通株式
－ 150 － 150

 　　　　　計 － 150 － 150

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

　　　　　　株であります。

　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加150株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残 高

（千円）前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年９月22日

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年９月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 11,646 １株につき10円 平成19年６月30日 平成19年９月27日 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲載されている科目の金額との関係

 　（平成19年９月30日現在）

現金及び預金 346,356千円

預入期間３か月超の定期預金  △18,000千円

現金及び現金同等物　  328,356千円

 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係

 （平成19年６月30日現在）

現金及び預金 260,180千円

預入期間３か月超の定期預金  △47,020千円

現金及び現金同等物　  213,160千円
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び第１四半期末残高相

当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額相

当額

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

四半期末残

高相当額

(千円)

機械及び装置 23,702 7,159 16,543

工具、器具及

び備品
105,630 54,539 51,091

合計 129,333 61,698 67,634

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第１四半期末

残高が有形固定資産の第１四半期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。    

 

取得価額相

当額

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

期末残高相

当額

(千円)

機械及び装置 23,702 6,035 17,667

工具、器具及

び備品
120,497 71,359 49,138

合計 144,200 77,394 66,805

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

 形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

 支払利子込み法により算定しております。

②　未経過リース料第１四半期末残高相当額等

 未経過リース料第１四半期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 23,533千円

１年超 44,101千円

合　計 67,634千円

（注）未経過リース料第１四半期末残高相当額は、有形

 固定資産の第１四半期末残高等に占める未経過リ

 ース第１四半期末残高の割合が低いため、支払利

 子込み法により算定しております。

１年以内 21,783千円

１年超 45,022千円

合　計 66,805千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減

価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 8,041千円

減価償却費相当額 8,041千円

支払リース料 33,034千円

減価償却費相当額 33,034千円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間（平成19年９月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 4,451 7,047 2,596

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

 合計 4,451 7,047 2,596

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

２　減損処理にあたっては、第１四半期会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

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

減損処理を行っております。

前事業年度（平成19年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 4,451 8,433 3,982

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 4,451 8,433 3,982

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

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

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

             っております。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

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

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

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

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

１．ストック・オプションの内容

平成17年12月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役４名

当社従業員73名

ストック・オプション数 普通株式　　90,000株

付与日 平成17年12月20日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、

監査役、顧問もしくは従業員の地位を有しているものとします。ただ

し、当社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、ま

たは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間  平成19年９月23日から平成22年３月31日

 （注）上記に記載されたストック・オプション数は、平成18年９月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割

　　　 後の株式数に換算して記載しております。

 

２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

 ついては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年12月ストック・オプション

権利確定前（株）  

前事業年度末 44,050

分割による増加（注） 44,050

付与 －

失効 3,800

権利確定 －

未確定残 84,300

権利確定後（株）  

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

 （注）平成18年７月31日開催の取締役会決議により、平成18年９月１日をもって普通株式１株を２株に分割いたしまし

　　　 た。これに伴い新株予約権等の目的となる株式が増加しております。
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②　単価情報

平成17年12月ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 900

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

  (注)　１　上記に記載された権利行使価格は、平成18年９月１日付株式分割（株式１株につき２株）により

　　　　　  権利行使価格の調整を行っております。

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

 当第１四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

 該当事項はありません。

 前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 908円　80銭

１株当たり四半期純利益金額 18円　52銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 －円　－銭

１株当たり純資産額 900円　99銭

１株当たり当期純利益金額 66円　21銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 －円　－銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在しますが、希薄化効果を有し

ないため、記載しておりません。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在しますが、希薄化効果を有しな

いため、記載しておりません。

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

礎は、以下のとおりであります。

項目 当第１四半期会計期間 前事業年度

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益（千円） 21,575 69,231

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 21,575 69,231

期中平均株式数（株） 1,164,650 1,045,622

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権） （－） 　　　（－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株予約権１種類（新株予約

権の数41,850個） 

 

新株予約権１種類（新株予約

権の数42,150個） 
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（重要な後発事象）

 　　 当第１四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　該当事項ありません

 

 　　 前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　　　　該当事項ありません
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(6）事業部門別売上高

　　　当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

 

当第１四半期会計期間

 （自　平成19年７月１日

 　　至　平成19年９月30日）

前事業年度

 （自　平成18年７月１日

 　　至　平成19年６月30日）

事業部門 金額（千円） 金額（千円）

 クイックサービス部門 739,289 2,529,799

 ファミリーサービス部門 409,158 1,383,374

 カジュアルサービス部門 58,013 177,342

 その他 1,125 10,951

合計 1,207,586 4,101,467

 （注）１  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２  その他は、食材売上であります。
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