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１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日　～　平成19年11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 ％

20年２月期第３四半期 4,969 48.0 330 53.9 362 31.5 180 2.9

 19年２月期第３四半期 3,358 － 214 － 275 － 175 －

19年２月期 4,991 － 378 － 432 － 241 －

(注)当社は前第３四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成19年２月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりませ

ん。

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２月期第３四半期 2,108 75 1,886 90

19年２月期第３四半期 2,027 25 1,808 40

19年２月期 2,791 87 2,406 73

 (参考)　持分法投資損益　20年２月期第３四半期　　―百万円　19年２月期第３四半期　　―百万円　19年２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

20年２月期第３四半期 5,548 3,010 54.3 35,314 98

19年２月期第３四半期 6,093 2,882 47.3 33,300 88

19年２月期 5,578 2,918 52.3 33,811 92

 (参考)自己資本　20年２月期第３四半期3,010百万円　19年２月期第３四半期2,882百万円　19年２月期2,918百万円　

(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

20年２月期第３四半期 864 △434 △513 682

19年２月期第３四半期 132 △806 △65 1,317

19年２月期 457 △1,241 △506 766

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２月期 － － － － － － － － 0 00

20年２月期 － － － － － － － －
0 00

20年２月期（予想） － － － － － － － －

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日　～　平成20年２月29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 7,212 44.5 737 94.9 722 67.2 392 62.7 4,609 52

 (注)１株あたり予想当期純利益の計算上使用する株式数は、当第３四半期末発行済株式総数(86,592株)から当第３四半期末自己株式数(1,337株)

を差し引いた85,255株としております。
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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

新規 ―社 （社名　―） 除外 ―社 （社名　―）

(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、名古屋証券取引所の「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19年３月１日　～　平成19年11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 ％

20年２月期第３四半期 3,558 16.8 251 △16.8 295 △4.6 154 △4.0

19年２月期第３四半期 3,045 － 301 － 309 － 161 －

19年２月期 4,209 － 444 － 452 － 246 －

 (注)19年２月期第３四半期の対前年同四半期増減率は、決算期変更のため記載しておりません。

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年２月期第３四半期 1,811 07

19年２月期第３四半期 1,864 59

19年２月期 2,846 60

(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

20年２月期第３四半期 4,999 2,990 59.8 35,071 71

19年２月期第３四半期 5,155 2,868 55.6 33,138 28

19年２月期 5,023 2,923 58.2 33,866 78

 (参考)自己資本　20年２月期第３四半期2,990百万円　19年２月期第３四半期2,868百万円　19年２月期2,923百万円　

６．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日　～　平成20年２月29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 5,071 20.5 605 36.4 589 30.3 326 32.5 3,829 33

 (注)１株あたり予想当期純利益の計算上使用する株式数は、当第３四半期末発行済株式総数(86,592株)から当第３四半期末自己株式数(1,337　

株)を差し引いた85,255株としております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  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。
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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

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油及び原材料価格の高騰やアメリカのサブプライムローン問題の

影響など懸念材料がありましたが、堅調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用・所得環境の改善により、景気は

総じて底堅く推移しました。

　外食産業におきましては,産地や賞味期限の偽装問題など食の安全・安心に対する意識の高まり、ニーズの多様化や原材

料価格の高騰懸念などにより、依然として予断の許さない経営環境にあります。

　このような状況の下当社グループにおきましては、６店舗の新規出店及び５店舗の業態替え等によるリニューアルを行

い、平成19年11月30日現在の店舗数は52店舗となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は4,969百万円、営業利益は330百万円、経常利

益は362百万円、四半期純利益は180百万円となりました。

　今後は出店計画に基づき、無理なく規模を拡大しながら既存店を質的、人的両面ともにさらに充実したものにするため

に戦略的な営業、人員の採用を引き続き実施していく所存であります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　資産の部の主要項目と致しましては店舗のリニューアルオープン等により、有形固定資産が2,605百万円になっておりま

す。また新規店舗の保証金を新たに差入れたこと等により、敷金保証金が1,077百万円となっております。また借入金の返

済、新規店舗出店費用の支出等により現金及び預金が719百万円となっております。

　負債の部につきましては、借入金の返済、割賦未払金の減少により有利子負債(１年以内返済予定長期借入金、長期借入

金、１年以内償還予定社債、社債、割賦未払金及び長期割賦未払金の合計)が前連結会計年度と比較いたしまして738百万

円減少しております。

　純資産の部につきましては、前連結会計年度と比較いたしまして第３四半期純利益の計上により180百万円増加し、自己

株式の購入により88百万円減少し3,010百万円になり、自己資本比率が54.3％となっております。

　結果、当第３四半期末における資産の部は5,548百万円、負債の部は2,538百万円、純資産の部は3,010百万円となりまし

た。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期は概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、平成19年４月13日に

公表いたしました業績予想に変更はありません。

（注)上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後

様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成19年２月28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   1,366,477   719,346   817,649  

２．売掛金   88,561   130,142   88,818  

３．たな卸資産   72,564   168,176   97,891  

４．繰延税金資産   ―   13,125   21,545  

５．その他   216,470   247,408   331,214  

流動資産合計   1,744,073 28.6  1,278,199 23.0  1,357,119 24.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1)建物 ※１ 1,667,537  1,706,260  1,602,159  

(2)工具器具及び備品 ※１ 320,099  301,291  280,244  

(3)土地 ※１ 632,891  577,891  632,891  

(4)その他 9,956  20,525  9,453  

有形固定資産合計   2,630,484 43.2  2,605,968 47.0  2,524,747 45.3

２．無形固定資産           

(1)連結調整勘定   661,686   ―   626,860  

(2)のれん   ―   522,383   ―  

(3)その他   14,566   22,533   13,866  

無形固定資産合計   676,252 11.1  544,916 9.8  640,726 11.5

３．投資その他の資産           

(1)敷金保証金 ※１  986,515   1,077,358   1,006,482  

(2)繰延税金資産   ―   1,500   1,300  

(3)その他   55,954   40,973   47,874  

投資その他の資産合計   1,042,470 17.1  1,119,831 20.2  1,055,657 18.9

固定資産合計   4,349,206 71.4  4,270,716 77.0  4,221,131 75.7

資産合計   6,093,280 100.0  5,548,916 100.0  5,578,251 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成19年２月28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   140,266   161,371   128,200  

２.１年以内償還予定社債 ※１  30,000   30,000   30,000  

３.１年以内返済予定
長期借入金

※１  421,101   325,651   395,789  

４．未払金   658,161   362,521   249,936  

５．未払法人税等   ―   18,429   129,701  

６．その他 ※３  163,695   170,918   130,074  

流動負債合計   1,413,225 23.2  1,068,894 19.2  1,063,702 19.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※１  235,000   205,000   225,000  

２．長期借入金 ※１  1,397,921   952,973   1,243,828  

３．長期未払金   127,553   23,030   90,385  

４．その他   36,656   288,238   36,656  

固定負債合計   1,797,131 29.5  1,469,243 26.5  1,595,870 28.6

負債合計   3,210,356 52.7  2,538,137 45.7  2,659,573 47.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,160,631  1,160,681  1,160,631

２．資本剰余金   1,219,751  1,219,751  1,219,751

３．利益剰余金   502,541  749,168  568,697

４．自己株式   ―  △118,821  △30,401

株主資本合計   2,882,923 47.3  3,010,778 54.3  2,918,678 52.3

純資産合計   2,882,923 47.3  3,010,778 54.3  2,918,678 52.3

負債純資産合計   6,093,280 100.0  5,548,916 100.0  5,578,251 100.0

           

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

（参考)前連結会計年度の
要約損益計算書 

　(自　平成18年３月１日 
至　平成19年２月28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   3,358,223 100.0  4,969,674 100.0  4,991,701 100.0

Ⅱ　売上原価   937,055 27.9  1,319,478 26.5  1,366,397 27.4

売上総利益   2,421,167 72.1  3,650,196 73.5  3,625,304 72.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,206,298 65.7  3,319,585 66.8  3,247,090 65.0

営業利益   214,869 6.4  330,611 6.7  378,213 7.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  401   728   457   

２．受取配当金  63   50   63   

３．協賛金収入  82,238   61,843   95,489   

４．その他  5,391 88,094 2.6 4,253 66,875 1.3 4,858 100,869 2.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息割引料  26,445   31,435   44,442   

２．その他  1,071 27,516 0.8 3,858 35,293 0.7 2,530 46,972 1.0

経常利益   275,447 8.2  362,193 7.3  432,110 8.7

Ⅵ　特別利益           

１．損害賠償金収入  58,798 58,798 1.7 1,931 1,931 0.0 58,798 58,798 1.2

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 7,778    －   46,246   

２．固定資産売却損 ※３  －   10,605    －   

３．過年度償却資産税   －   10,670    －   

４. 貸倒損失 ※４  －   13,026    －   

５．建物解体費用  　 －   6,485    －   

６．前期損益修正損  1,139    －   1,139   

７．その他  1,618 10,535 0.3 2,583 43,370 0.9 2,019 49,404 1.0

税金等調整前四半期
(当期)純利益

  323,711 9.6  320,754 6.4  441,504 8.8

法人税、住民税及び事
業税

 144,955   132,062   211,023   

法人税等調整額  3,306 148,261 4.4 8,220 140,282 2.8 △11,124 199,899 4.0

四半期(当期)純利益   175,449 5.2  180,471 3.6  241,605 4.8

           

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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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18年３月１日　至　平成18年11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２月28日残高
（千円）

1,160,561 1,219,751 327,092 2,707,404 2,707,404

第３四半期連結会計期間中の変
動額

     

新株の発行（千円） 70 － － 70 70

第３四半期連結純利益
（千円）

－ － 175,449 175,449 175,449

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

70 － 175,449 175,519 175,519

平成18年11月30日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 502,541 2,882,923 2,882,923

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11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 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 568,697 △30,401 2,918,678 2,918,678

第３四半期連結会計期間中の変
動額

      

新株の発行(千円) 50 － － － 50 50

第３四半期連結純利益
(千円)

－ － 180,471 － 180,471 180,471

自己株式の取得(千円) － － － △88,420 △88,420 △88,420

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

50 － 180,471 △88,420 92,100 92,100

平成19年11月30日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 749,168 △118,821 3,010,778 3,010,778

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

(参考)前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高
（千円）

1,160,561 1,219,751 327,092 － 2,707,404 2,707,404

連結会計年度中の変動額       

新株の発行(千円) 70 － － － 70 70

当期純利益(千円) － － 241,605 － 241,605 241,605

自己株式の取得(千円) － － － △30,401 △30,401 △30,401

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

70 － 241,605 △30,401 211,274 211,274

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 568,697 △30,401 2,918,678 2,918,678

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

－ 7 －



(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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11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18年３月１日
至　平成19年２月28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     

税金等調整前四半期(当期)純利益  323,711 320,754 441,504

減価償却費  186,352 318,279 304,412

連結調整勘定償却額  34,825 ― 69,651

のれん償却額  ― 104,476 ―

受取利息及び受取配当金  △464 △778 △520

デリバティブ評価損益(△益)  △64 ― 80

支払利息  26,445 31,435 44,442

損害賠償金収入  △58,798 △1,931 △58,798

前期損益修正損  1,139 ― 1,139

貸倒損失  ― 11,544 ―

固定資産除却損  7,778 ― 46,246

固定資産売却損  ― 10,605 ―

未払消費税等の増加額(△減少額)  △14,854 26,953 △5,661

売上債権の増加額  △40,130 △41,324 △30,778

たな卸資産の減少額(△増加額)  150 △70,284 △25,177

仕入債務の増加額(△減少額）  △101,002 33,171 △113,069

その他流動資産の減少額(△増加額)  △74,516 19,938 △57,033

その他流動負債の増加額(△減少額)  △25,744 △26,072 17,194

その他固定負債の増加額  7,194 258,058 7,194

未払金の増加額  111,146 76,771 28,307

その他  △54,739 63,569 △7,281

小計  328,426 1,135,166 661,853

利息及び配当金の受取額  62 995 197

利息の支払額  △20,638 △19,182 △28,761

損害賠償金の受取額  16,831 1,931 16,831

法人税等の支払額  △192,511 △254,730 △192,511

営業活動によるキャッシュ・フロー  132,170 864,180 457,609

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △531,706 △394,739 △939,375

有形固定資産の売却による収入  ― 52,270 ―

無形固定資産の取得による支出  △4,478 △11,432 △4,138

投資有価証券の売却による収入  4,425 ― 4,425

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △48,848 ― △48,848

定期預金の預入による支出  △3,750 △77,000 △59,550

定期預金の払出による収入  4,502 91,500 61,016

敷金保証金の差入による支出  △233,075 △113,036 △277,940

敷金保証金の回収による収入  12,262 26,383 14,445

短期貸付金の純増減額  2,543 △7,970 △3,960

その他  △8,856 △216 11,954

投資活動によるキャッシュ・フロー  △806,982 △434,241 △1,241,972
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入れによる収入  700,000 ― 700,000

長期借入金の返済による支出  △631,233 △360,992 △810,525

割賦債務の返済による支出  △129,259 △117,448 △181,877

株式の発行による収入  70 50 70

社債の償還による支出  △5,000 △20,000 △15,000

自己株式の取得による支出  ― △88,420 △30,401

預け金の増加による支出  ― 73,062 △169,257

財務活動によるキャッシュ・フロー  △65,422 △513,749 △506,992

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △740,235 △83,810 △1,291,355

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,057,997 766,642 2,057,997

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期末
(期末)残高

※１ 1,317,762 682,832 766,642

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　３社

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、

㈱エムアイフードシステム

(1）連結子会社の数　　　３社

同左

(1）連結子会社の数　　　３社

同左

(2）非連結子会社の数　　２社

㈲カユミ食品、㈱大六

(2）非連結子会社の数　　２社

同左

(2）非連結子会社の数　　２社

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、第３

四半期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は当第３四半期連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさない

ため連結の範囲より除いており

ます。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は当期連結財務諸表に重要な

影響を及ぼさないため連結の範

囲より除いております。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社（㈲カユミ食品、㈱大六）

は、第３四半期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は当第３四半期連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさな

いため持分法の範囲より除いてお

ります。

　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

同左

　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社（㈲カユミ食品、㈱大六）

は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は当期連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため持分法の範囲

より除いております。

３．連結子会社の四半期決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社㈱ジェイエフピー、

㈱エムアイフードシステムの四半

期決算日は12月31日であり、第３

四半期連結財務諸表作成にあたっ

ては、第３四半期連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸

表を用いております。

　連結子会社㈱ジェイエフピー、

㈱エムアイフードシステムの決算

日を従前の９月30日から２月28日

に変更しております。また㈱柚屋

の決算日は８月31日であります。

　第３四半期連結財務諸表作成に

あたっては、第３四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を用いております。

　連結子会社㈱ジェイエフピー、

㈱エムアイフードシステムの決算

日を従前の９月30日から２月28日

に変更しております。また㈱柚屋

の決算日は８月31日であります。

当期連結財務諸表作成にあたって

は、当期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を用い

ております。

４．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　デリバティブ

　時価法を採用しております。

①　デリバティブ

同左

①　デリバティブ

同左

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

― 

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

同左

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

同左

ｂ．倉庫在庫

総平均法による原価法を採用

しております。

ｂ．倉庫在庫

同左

ｂ．倉庫在庫

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(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

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

建物　　　３～27年

その他　　２～15年

建物　　　　　　３～27年

工具器具備品　　３～15年

その他　　　　　２～７年

同左

 ― (会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、当第

３四半期連結会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は軽微で

あります。

 ―

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

ものであります。

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

　定額法を採用しております。

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

株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

同左

株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒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

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

(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。

同左 同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　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

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金の

範囲

　現金及び現金同等物は、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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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

 ―  (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」として処理し

ていたものは「のれん」として表示しております。

　流動負債の「未払法人税等」は、前第３四半期連結会計期間は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、重要性があると判断したため

区分掲記しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間において「その他」に含まれてい

る「未払法人税等」は、59,536千円であります。

　流動資産及び固定資産のうち投資その他の資産の「繰延税金資産」

は、前第３四半期連結会計期間はそれぞれ「その他」に含めて表示し

ておりましたが、重要性があると判断したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前第３四半期連結会計期間において「その他」に含まれてい

る「繰延税金資産」は流動資産が6,542千円、固定資産のうち投資その

他資産が1,872千円であります。

 ― (連結キャッシュ・フロー計算書) 

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として処理してい

たものは、「のれん償却額」として表示しております。

  営業活動によるキャッシュ・フローの「デリバティブ評価損益」は

重要性が乏しいため、当第３四半期連結会計期間より営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間の「デリバティブ評価損益」の金

額は103千円(損失)であります。
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注記事項

（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11月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

※１　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。

※１　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。

※１　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。

建物 37,849千円

工具器具及び備品 215 

土地 610,497 

敷金保証金 41,628 

合計 690,189千円

土地 489,369 

敷金保証金 41,628 

合計 530,997千円

建物 37,365千円

工具器具及び備品 198 

土地 610,497 

敷金保証金 41,628 

合計 689,689千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年内返済予定長期借

入金
155,129千円

長期借入金 689,067 

１年内償還予定社債 10,000 

社債 170,000 

合計 1,024,196千円

１年以内返済予定

長期借入金
66,205千円

長期借入金 438,163 

合計 504,369千円

１年以内返済予定長期

借入金
143,761千円

長期借入金 600,439 

１年以内償還予定

社債
10,000 

社債 165,000 

合計 919,201千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,029,695千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,416,397千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,101,359千円

※３　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※３　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※３　消費税等の表示

　　　　　　　―

（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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給与手当 718,958千円

地代家賃 487,310千円

給与手当 1,070,326千円

地代家賃 774,428千円

給与手当 1,067,961千円

地代家賃 733,695千円

 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 ―  ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 建物 840千円

 工具器具及び備品 6,609 

 車輌運搬具 227 

 ソフトウェア 100 

 合計 7,778千円

 建物 35,228千円

 工具器具及び備品 10,689 

 車輌運搬具 227 

 ソフトウェア 100 

 合計 46,246千円

 ―  ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

 ―

 土地 4,581千円

 建物 6,024 

 合計 10,605千円

 ―  ※４　貸倒損失は有限会社カユミ食品に対す

る債権でありますが、詳細は次のとおり

であります。

 ―

 短期貸付金 11,544千円

 立替金 1,209 

 未収入金 273 

 合計 13,026千円
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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18年３月１日　至　平成18年11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

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 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） 86,544 28 － 86,572

合計 86,544 28 － 86,572

（注）　普通株式の28株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

２．自己株式に関する事項

該当項目はありません

３．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません

４．配当に関する事項

該当項目はありません

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11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

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 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１) 86,572 20 ― 86,592

合計 86,572 20 ― 86,592

 自己株式     

 　普通株式(注２) 251 1,086 ― 1,337

合計 251 1,086 ― 1,337

　（注１).普通株式の20株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

　 (注２).普通株式の自己株式の増加数1,086株は、すべて市場からの買取によるものであります

２．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません

３．配当に関する事項

該当項目はありません
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(参考)前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 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１) 86,544 28 － 86,572

合計 86,544 28 － 86,572

 自己株式     

 　普通株式(注２) － 251 － 251

合計 － 251 － 251

　（注１).普通株式の28株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

　（注２).普通株式の自己株式の増加数251株は、すべて市場からの買取によるものであります。　

２．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません

３．配当に関する事項

該当項目はありません。

（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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四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

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四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

※１　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

現金及び預金勘定 1,366,477千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△21,013千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△27,701千円

現金及び現金同等物 1,317,762千円

現金及び預金勘定 719,346千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,014千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△31,500千円

現金及び現金同等物 682,832千円

現金及び預金勘定 817,649千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,005千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△46,001千円

現金及び現金同等物 766,642千円
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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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
　至　平成19年２月28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）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期連結会

計期間末残高相当額

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

却累計額相当額及び第３四半期連結会

計期間末残高相当額

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）

第３四半
期連結会
計期間末
残高相当
額
（千円）

工具器具
及び備品

221,243 58,252 162,990

その他(機
械及び装
置)

84,903 26,725 58,178

無形固定
資産

8,198 1,992 6,205

合　計 314,345 86,970 227,374

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

第３四半
期連結会
計期間末
残高相当
額
(千円)

工具器具
及び備品

282,593 101,117 181,475

その他(機
械及び装
置)

93,616 44,830 48,785

無形固定
資産

10,164 4,072 6,092

合　計 386,374 150,020 236,353

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

連結会計
年度末残
高相当額
 
 
(千円)

工具器具
及び備品

253,933 73,549 180,384

その他(機
械及び装
置)

85,693 31,001 54,691

無形固定
資産

8,324 2,692 5,631

合　計 347,951 107,243 240,707

(2）未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額

(2）未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 60,522千円

１年超 171,406千円

合計 231,929千円

１年内 74,177千円

１年超 168,546千円

合計 242,724千円

１年内 67,848千円

１年超 178,422千円

合計 246,270千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 43,018千円

減価償却費相当額 38,856千円

支払利息相当額 4,379千円

支払リース料 59,347千円

減価償却費相当額 54,282千円

支払利息相当額 6,024千円

支払リース料 65,060千円

減価償却費相当額 58,920千円

支払利息相当額 6,880千円

(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 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（デリバティブ取引関係）

取引の時価等に関する事項

 
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
前連結会計年度末

（平成19年２月28日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち
1年超
(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち
1年超
(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち
1年超
(千円) 

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利キャッ

プ取引

変動受取・

固定支払

5,250 5,250 530 △4,719 5,250 ― 337 △4,912 5,250 5,250 419 △4,830

金利スワッ

プ取引

変動受取・

固定支払

30,000 30,000 △245 △245 20,000 10,000 △105 △105 27,500 17,500 △209 △209

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。

（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18年３月１日　至　平成18年11月30日）
ストック・オプションの内容

 第４回新株予約権

付与対象者の区分及び数 当社従業員87名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式636株

付与日 平成18年４月21日

権利行使期間
自　平成19年11月30日
至　平成27年11月29日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使価格 １株につき、179,864円

付与日における公正な評価単価 －

　（注）　平成17年10月20日の分割後の株式数に換算して記載しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）
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18年３月１日　至　平成19年２月28日）
ストック・オプションの内容

 第４回新株予約権

付与対象者の区分及び数 当社従業員87名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式636株

付与日 平成18年４月21日

権利行使期間
自　平成19年11月30日
至　平成27年11月29日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使価格 １株につき、179,864円

付与日における公正な評価単価 －

　（注）　平成17年10月20日の分割後の株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報）

①　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18年３月１日　至　平成18年11月30日）

　飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益合計に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益合計に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益合計に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

②　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３月１日　至　平成18年11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、記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11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、記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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、記載しておりません。

③　海外売上高

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

　海外売上高がないため記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　海外売上高がないため記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　海外売上高がないため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 33,300.88円

１株当たり第３四半期

純利益金額
2,027.25円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
1,808.40円

１株当たり純資産額 35,314.98円

１株当たり第３四半期

純利益金額
2,108.75円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
1,886.90円

１株当たり純資産額 33,811.92円

１株当たり

当期純利益金額
2,791.87円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,406.73円

（注）１株当たり第３四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり第３四半期(当期)純利益金額    

第３四半期(当期)純利益（千円） 175,449 180,471 241,605

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）
175,449 180,471 241,605

期中平均株式数（株） 86,546 85,582 86,539

    

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期(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） 10,473 10,062 13,848

（うち新株予約権） (10,473) (10,062) (13,848)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期(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636個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数477個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数551個）
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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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間 
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　平成19年１月22日開催の取締役会に

おいて会社法第165条第２項の規定に基

づき、自己株式の買付を行うことを決

議しております。

(1）買付する株式の種類 普通株式

(2）買付する株式の総数 1,610株（上限）

(3）株式の買付価格の総額 300,000千円

（上限）

(4）自己株式買付の日程 平成19年１月23日

　　　　　～

平成19年７月23日

　平成19年12月12日開催の取締役会に

おいて、賃借により営業しております

「港区営業所」を賃貸人からの解約申

し出により廃止することが決議され、

平成19年12月17日に賃貸人との間で賃

貸借契約の解約覚書に調印いたしまし

た。賃貸借契約の解約日は平成20年１

月20日であります。

　これにより、当連結会計年度（自　

平成19年３月１日　至　平成20年２月

29日)において、以下のとおり特別損益

が発生する見込みであります。

特別損益

　解約金 約180百万円

特別損失

　固定資産除却損等 最大約111百万円

当該事象による

損益影響額
約69百万円の利益

 ―
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５．四半期個別財務諸表

(1）第３四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,055,049  581,641  734,581  

２．売掛金  74,237  100,128  72,379  

３．たな卸資産  61,289  153,316  87,817  

４．短期貸付金  1,102,850  240,188  1,109,438  

５．その他  103,133  253,293  308,917  

流動資産合計  2,396,561 46.5 1,328,569 26.6 2,313,134 46.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※２       

(1)建物 ※１ 1,091,263  1,054,539  1,072,557  

(2)土地 ※１ 577,891  577,891  577,891  

(3)その他 ※１ 221,381  221,756  195,680  

有形固定資産合計  1,890,535 36.7 1,854,186 37.1 1,846,128 36.8

２．無形固定資産           

無形固定資産合計   11,767 0.2  19,397 0.4  11,284 0.2

３．投資その他の資産           

(1)敷金保証金 ※１ 722,603  769,184  720,695  

(2)長期貸付金    　　　－  895,000   　　　－  

(3)その他  134,400  132,726  132,098  

投資その他の資産合計   857,003 16.6  1,796,911 35.9  852,793 17.0

固定資産合計   2,759,306 53.5  3,670,495 73.4  2,710,206 54.0

資産合計   5,155,867 100.0  4,999,065 100.0  5,023,341 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  113,564  133,310  106,047  

２．１年内返済予定長期借
入金

※１ 345,588  301,315  338,285  

３．未払金  386,167  172,326  136,678  

４．その他 ※４ 120,924  167,081  298,811  

　 流動負債合計   966,244 18.8  774,034 15.5  879,823 17.5

           

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※１ 1,256,325  942,973  1,163,877  

２．長期未払金  27,794  ―  19,570  

３．長期前受収益  ―  258,058  ―  

４．その他  36,656  33,959  36,656  

固定負債合計   1,320,776 25.6  1,234,992 24.7  1,220,103 24.3

負債合計   2,287,020 44.4  2,009,026 40.2  2,099,926 41.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,160,631 22.5  1,160,681 23.2  1,160,631 23.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  1,219,751   1,219,751   1,219,751   

資本剰余金合計   1,219,751 23.6  1,219,751 24.4  1,219,751 24.3

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  370   370   370   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  488,095   728,058   573,063   

利益剰余金合計   488,465 9.5  728,428 14.6  573,433 11.4

４．自己株式   ― ―  △118,821 △2.4  △30,401 △0.6

株主資本合計   2,868,847 55.6  2,990,038 59.8  2,923,414 58.2

純資産合計   2,868,847 55.6  2,990,038 59.8  2,923,414 58.2

負債・純資産合計   5,155,867 100.0  4,999,065 100.0  5,023,341 100.0

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(2）第３四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間末 
（自　平成18年３月１日 
至　平成18年11月30日） 

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

 (参考)前事業年度の
要約損益計算書

(自平成18年３月１日
至平成19年２月28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   3,045,400 100.0  3,558,122 100.0  4,209,301 100.0

Ⅱ　売上原価   849,990 27.9  987,368 27.7  1,161,723 27.6

売上総利益   2,195,409 72.1  2,570,753 72.3  3,047,577 72.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  1,893,459 62.2  2,319,465 65.2  2,603,192 61.8

営業利益   301,950 9.9  251,288 7.1  444,385 10.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  24,219 0.8  66,884 1.9  36,775 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  16,578 0.5  22,772 0.7  28,971 0.7

経常利益   309,590 10.2  295,400 8.3  452,189 10.7

Ⅵ　特別利益   - -  - -  - -

Ⅶ　特別損失   327 0.0  2,318 0.0  6,919 0.1

税引前第３四半期（当
期）純利益

  309,263 10.2  293,082 8.3  445,269 10.6

法人税、住民税及び事
業税

 144,584 129,887 210,006

法人税等調整額  3,306 147,890 4.9 8,200 138,087 3.9 △11,078 198,928 4.7

第３四半期（当期）純
利益

 161,372 5.3 154,994 4.4 246,341 5.9

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(3）第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18年３月１日　至　平成18年11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 利益準備金

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２月28日残高（千円） 1,160,561 1,219,751 370 326,722 327,092 2,707,404 2,707,404

　第３四半期会計期間中の
　変動額

       

新株の発行（千円） 70 ― ― ― ― 70 70

第３四半期純利益（千円） ― ― ― 161,372 161,372 161,372 161,372

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

70 ― ― 161,372 161,372 161,442 161,442

平成18年11月30日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 488,095 488,465 2,868,847 2,868,847

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11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 利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 自己株式

繰越利益剰
余金

平成19年２月28日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 573,063 573,433 △30,401 2,923,414 2,923,414

　第３四半期会計期間中の
　変動額

        

　新株の発行（千円） 50 ― ― ― ― ― 50 50

　第３四半期純利益（千円） ― ― ― 154,994 154,994 ― 154,994 154,994

　自己株式の取得(千円) ― ― ― ― ― △88,420 △88,420 △88,420

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

50 ― ― 154,994 154,994 △88,420 66,623 66,623

平成19年11月30日残高（千円） 1,160,681 1,219,751 370 728,058 728,428 △118,821 2,990,038 2,990,038

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

(参考)前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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 利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 自己株式

繰越利益剰
余金

平成18年２月28日残高（千円） 1,160,561 1,219,751 370 326,722 327,092 ― 2,707,404 2,707,404

　事業年度中の変動額         

　新株の発行（千円） 70 ― ― ― ― ― 70 70

　当期純利益（千円） ― ― ― 246,341 246,341 ― 246,341 246,341

  自己株式の取得(千円) ― ― ― ― ― △30,401 △30,401 △30,401

事業年度中の変動額合計（千円） 70 ― ― 246,341 246,341 △30,401 216,010 216,010

平成19年２月28日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 573,063 573,433 △30,401 2,923,414 2,923,414

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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第３四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18年３月１日

至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　同左

子会社株式及び関連会社株式

             同左

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

―

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

２．デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

デリバティブ

　時価法を採用しております。

デリバティブ

　　　　　　　同左

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

商品及び貯蔵品

①　店舗在庫

　最終仕入原価法による原価法を採

用しております。

商品及び貯蔵品

①　店舗在庫

　　　　　　同左

商品及び貯蔵品

①　店舗在庫

同左

②　倉庫在庫

　総平均法による原価法を採用して

おります。

②　倉庫在庫

　　　　　　同左

②　倉庫在庫

同左

４．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（付属設備を除

く）については、定額法）を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　　　　建物　　　　３～27年

　　　　その他　　　２～８年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 ―  (会計方針の変更)

　当第３四半期会計期間より、平成

19年度の税制改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に

規定する減価償却の方法によってお

ります。

　なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税引前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。

 ―

(2）無形固定資産　

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアの

耐用年数は、社内における利用可能

期間（５年）に基づくものでありま

す。

(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

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

　　　　　　同左

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支払時に全額費用として処理する

こととしております。

株式交付費

　　　　　　　同左

株式交付費

同左

６．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒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検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

貸倒引当金

　　　　　　同左

貸倒引当金

同左

７．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

８．その他第３四半期財務

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

　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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会計処理方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当第３四半期より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計委

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、

純資産合計と同額であります。

　なお、当第３四半期における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の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の

部の表示に関する会計基準」（企業会計委員

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、

純資産合計と同額であります。

　なお、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、財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の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３四半期会計期間末
(平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

（貸借対照表）

―

 （貸借対照表）

　固定負債の「長期前受収益」は、前期は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前第３四半期会計期間末の「その他」に含まれている「長期

前受収益」はありません。　　　　　　　　　　　　　　　

  固定負債の「長期未払金」は重要性が乏しいため、当第３四半期よ

り固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期会計期間末の「長期未払金」の金額は、3,780千

円であります。
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注記事項

（第３四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１　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。

※１　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。

※１　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。

建物 31,685千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品)
215 

敷金保証金 41,628 

計 629,025 

土地 489,369 

敷金保証金 41,628 

計 530,997千円

建物 31,273千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
198 

敷金保証金 41,628 

計 628,597千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年内返済予定

長期借入金
115,116 

長期借入金 561,807

計 676,924 

１年内返済予定

長期借入金
66,205千円

長期借入金 438,163

計 504,369千円

１年内返済予定

長期借入金
118,125千円

長期借入金 529,047

計 647,173千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

586,227千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

861,484千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

652,972千円

　３　保証債務

　子会社のリース債務に対し保証債務を

行っております。

株式会社エムアイフー

ドシステム
36,213千円

　３　保証債務

　関係会社株式会社エムアイフードシステ

ムについて、金融機関からの借入及びリー

ス債務等に対し、債務保証を行っておりま

す。

 リース債務 137,754千円

 社債 235,000 

 長期借入金 20,000 

 　計 392,754千円

　３　保証債務

　関係会社株式会社エムアイフードシステ

ムについて、金融機関からの借入及びリー

ス債務等に対し、債務保証を行っておりま

す。

 リース債務 81,457千円

 社債 255,000  

 長期借入金 97,028  

　 計 433,485千円

※４　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※４　消費税等の表示

　　　　　　　同左

※４　消費税等の表示

―

（第３四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
(自　平成18年３月１日

 　至　平成19年２月28日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 14,476千円

受取利息 5,235千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 43,436千円

受取利息 19,863千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 21,592千円

受取利息 11,465千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　 15,501千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　　20,795千円

　　　　　　　　　　　　　

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　 　　 27,278千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 157,677千円

無形固定資産 246千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 208,511千円

無形固定資産 1,967千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 235,172千円

無形固定資産 976千円
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（第３四半期会計期間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18年３月１日　至　平成18年11月30日）

自己株式に関する事項

　該当項目はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末

普通株式（株） 251 1,086  　　　　　　　　－ 1,337

(注)　普通株式の自己株式の増加数1,086株は、すべて市場からの買取によるものです。

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  　　　　　　　　－ 251  　　　　　　　　－ 251

(注)　普通株式の自己株式の増加数251株は、すべて市場からの買取によるものです。
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間末
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度末
（自　平成18年３月１日 
  至　平成19年２月28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）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期会計期間末

残高相当額

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

累計額相当額及び第３四半期会計期間末

残高相当額

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）

第３四
半期会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他
（工具器具
及び備品）

221,243 58,252 162,990

その他
（機械及び
装置）

84,903 26,725 58,178

ソフトウェ
ア

8,198 1,992 6,205

合計 314,345 86,970 227,374

 

取得価
額相当
額

 
 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額

 
(千円)

第３四
半期会
計期間
末残高
相当額
(千円)

 その他
（工具器具
及び備品）

223,353 83,201 140,151

 その他
（機械及び
装置）

85,739 43,727 42,011

ソフトウェ
ア

8,927 3,570 5,357

合計 318,019 130,499 187,520

 

取得価
額相当
額

 
 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額

 
(千円)

事業年
度末残
高相当
額

 
(千円)

 その他
（工具器具
及び備品）

213,946 63,679 150,266

その他 
（機械及び
装置）

84,903 30,962 53,941

ソフトウェ
ア

7,654 2,366 5,287

合計 306,503 97,008 209,495

(2）未経過リース料第３四半期会計期間末残

高相当額

(2）未経過リース料第３四半期会計期間末残

高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 60,522千円

１年超 171,406千円

合計 231,929千円

１年内 62,222千円

１年超 130,830千円

合計 193,053千円

１年内 59,553千円

１年超 154,882千円

合計 214,436千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 43,018千円

減価償却費相当額 38,856千円

支払利息相当額 4,379千円

支払リース料 49,183千円

減価償却費相当額 44,996千円

支払利息相当額 4,930千円

支払リース料 62,102千円

減価償却費相当額 56,285千円

支払利息相当額 6,545千円

(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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

　　　　　　　同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

 時価評価されていない主な有価証券の内容

 前第３四半期会計期間末(平成18年11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。

 当第３四半期会計期間末(平成19年11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。

 前事業年度末(平成19年２月28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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
  至  平成19年２月28日）  　

１株当たり純資産額 33,138.28円

１株当たり第３四半期純利益金

額
1,864.59円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
1,663.31円

１株当たり純資産額 35,071.71円

１株当たり第３四半期純利益金

額
1,811.07円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
1,620.53円

１株当たり純資産額 33,866.78円

１株当たり当期純利益金額 2,846.60円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,453.91円

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
 至　平成19年２月28日）　

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 161,372 154,994 246,341

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）
161,372 154,994 246,341

期中平均株式数（株） 86,546 85,582 86,539

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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） 10,473 10,062 13,848

（うち新株予約権） (10,473) (10,062) (13,848)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期（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636個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数477個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数551個）
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

(参考）前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　平成19年１月22日開催の取締役会に

おいて会社法第165条第２項の規定に基

づき、自己株式の買付を行うことを決

議しております。

　平成19年12月12日開催の取締役会に

おいて、賃借により営業しております

「港区営業所」を賃貸人からの解約申

し出により廃止することが決議され、

平成19年12月17日に賃貸人との間で賃

貸借契約の解約覚書に調印いたしまし

た。賃貸借契約の解約日は平成20年１

月20日であります。

　これにより、当事業年度（自　平成

19年３月１日　至　平成20年２月29日)

において、以下のとおり特別損益が発

生する見込みであります。

特別損益

　解約金 約180百万円

特別損失

　固定資産除却損等 最大約111百万円

当該事象による

損益影響額
約69百万円の利益

 ―

(1）買付する株式の種類 普通株式

(2）買付する株式の総数 1,610株（上限）

(3）株式の買付価格の総額 300,000千円

（上限）

(4）自己株式買付の日程 平成19年１月23日

　　　　　～

平成19年７月23日
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