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（百万円未満切捨て）

１．平成20年６月期第３四半期の業績（平成19年７月１日　～　平成20年３月31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３四半期 3,489 13.3 53 △39.6 20 △56.2 △17 －

19年６月期第３四半期 3,079 － 89 － 47 － 64 －

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３四半期 △14 73 － －

19年６月期第３四半期 66 69 － －

19年６月期 66 21 － －

　（注）①平成19年６月期第１四半期より四半期決算を行っておりますので、平成19年６月期の各四半期の平成18年同四

　　　　　半期との増減率の記載は行っておりません。

 　　 　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３四半期 3,931 1,019 25.9 875 04

19年６月期第３四半期 3,669 1,045 28.5 897 32

19年６月期 3,662 1,049 28.6 900 99

  

        

（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３四半期 248 △411 237 286

19年６月期第３四半期 273 △202 16 283

19年６月期 340 △331 8 213
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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 － － － － －  －  
10 00

20年６月期（予想） －  －  －  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 4,627 12.8 61 △37.8 14 △72.0 △30 － △26 14

 

 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。

㈱ＪＢイレブン（3066）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 2 －



【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３四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題の悪影響、原油や素材価格の上昇、急速な円高ド

ル安、株価の低迷などの影響で企業収益が陰りをみせ、個人消費におきましてもガソリン価格高騰や食品物価の上昇を

受けて、消費マインドが冷え込んでまいりました。

　外食産業におきましては、企業間競争はもとより、エネルギーコストの高騰、食材・資材などの原材料高、人手不足

を背景としたパート賃金の上昇などのコストアップ要因や、中国食材への不信感による消費離れなど、大変厳しい経営

環境にありました。

　このような環境におきまして当社は、２店舗の新規出店と２店舗の業態転換、および１店舗の退店を行いました。こ

れにより当第３四半期末現在の店舗数は59店舗（前第３四半期末比10店舗増）となりました。新規出店の内１店舗は、

神奈川県下への出店で、当社の関東地区への第１号店であります。また業態転換の２店舗は両店共に「亀松」業態を「一

刻魁堂」業態へと転換したもので、これにより「亀松」業態の店舗はなくなり、当社の展開する業態は全４業態となり

ました。

　営業面では、お客様感謝祭などの販売促進の実施や、商品力の絶えざる見直し、また店舗スタッフのトレーニングシ

ステムの改善等を進めました。また名古屋センターへの設備投資や衛生管理体制の充実などに伴い、品質の安定してま

いりましたギョーザを戦略商品としてとらえ、店頭販売の他、テイクアウト販売にも力を入れてまいりました。しかし

ながら、１月末から２月にかけまして中国製冷凍食品ギョーザによる社会的な事件が発生し、ギョーザ販売数が大きく

低迷、合わせて中華食堂業態を中心に２月前半の全社業績にも悪い影響が出ました。

　以上によりまして、当第３四半期会計期間の売上高は、3,489百万円（前第３四半期会計期間比13.3％増）となりまし

たが、利益面では、プロパンガス価格の高騰、原材料価格の上昇、出店経費の増加等を吸収できず、営業利益53百万円

（同39.6％減）、および経常利益20百万円（同56.2％減）と増収減益となりました。

　純利益につきましては、退店に伴う固定資産売却損30百万円の計上などにより、当第３四半期純損失17百万円（前第

３四半期純利益64百万円）となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ268百万円増加し、3,931百万円となりました。これ

  は主に10店舗の新規出店に伴い有形固定資産が135百万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299百万円増加し、2,912百万円となりました。これは主に長期借入金が  

  273百万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30百万円減少し、1,019百万円となりました。これは主に利益剰余金が

28百万円減少したことによるものです。 

 

  キャッシュ・フローの状況

 　 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ73百万増加し

  286百万円となりました。

    なお、当第３四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３四半期会計期間において営業活動により得られた資金は248百万円となりました。これは主に税引前第３四半

  期純損失11百万円、減価償却費209百万円の計上と賞与引当金の増加17百万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３四半期会計期間において投資活動により使用した資金は411百万円となりました。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397百万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３四半期会計期間において財務活動により得られた資金は237百万円となりました。これは主に長期借入金によ

  る収入900百万円があった一方、長期借入金の返済による支出547百万円及び社債の償還による支出100百万円によるも 

  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月期の通期業績予想につきましては、概ね予想どおり推移しており変更はございません。
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  （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。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末

 （平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成20年３月31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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  321,394   309,269   260,180   

２．売掛金  19   243   3   

３．たな卸資産  28,460   29,690   31,574   

４．その他  133,404   145,878   134,149   

流動資産合計   483,279  13.2  485,082 12.3  425,908 11.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※１,２ 1,630,998   1,743,792   1,656,378   

(2）土地  ※２ 584,893   586,122   584,893   

(3）その他 ※１ 301,918   356,896   309,557   

有形固定資産合計  2,517,811   2,686,811   2,550,829   

２．無形固定資産  5,756   5,699   5,742   

３．投資その他の

　　資産
          

(1）賃貸不動産 　※１  197,131   233,032   193,243   

(2）差入保証金  263,822   342,112   289,572   

(3）その他  201,969   179,047   197,565   

投資その他の資産

合計
 662,923   754,192   680,381   

固定資産合計   3,186,491 86.8  3,446,703 87.7  3,236,953 88.4

資産合計   3,669,770 100.0  3,931,785 100.0  3,662,861 100.0
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前第３四半期会計期間末

 （平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成20年３月31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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  145,640   142,506   126,154   

   ２．一年以内返済予

　　　 定の長期借入金
 ※２ 553,203   603,403   523,824   

３．未払法人税等  8,491   11,098   13,229   

４．賞与引当金  23,720   25,515   8,140   

５．その他  ※３ 366,494   402,954   389,652   

流動負債合計   1,097,549 29.9  1,185,477 30.2  1,061,000 29.0

Ⅱ　固定負債           

１．社債  250,000   150,000   250,000   

２．長期借入金  ※２ 1,198,507   1,496,809   1,223,432   

３．退職給付引当金  10,732   11,642   12,626   

４．役員退職慰労引

　　当金
 40,648   40,648   40,648   

５．その他  27,124   28,148   25,813   

固定負債合計   1,527,012 41.6  1,727,248 43.9  1,552,520 42.4

負債合計   2,624,562 71.5  2,912,726 74.1  2,613,521 71.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   479,205 13.1  479,205 12.2  479,205 13.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  394,254   394,254   394,254   

資本剰余金合計   394,254 10.7  394,254 10.0  394,254 10.8

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  14,180   14,180   14,180   

(2）その他利益剰

　　余金
          

別途積立金  80,000   80,000   80,000   

繰越利益剰

余金
 74,980   50,638   79,439   

利益剰余金合計   169,160 4.6  144,818 3.7  173,619 4.7

４．自己株式   △40 △0.0  △141 △0.0  △104 △0.0

株主資本合計   1,042,579 28.4  1,018,136 25.9  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
  2,628 0.1  714 0.0  2,365 0.0

評価・換算差額等

合計
  2,628 0.1  714 0.0  2,365 0.0

Ⅲ　新株予約権    －  －  209 0.0  － －

純資産合計   1,045,208 28.5  1,019,059 25.9  1,049,339 28.6

負債純資産合計   3,669,770 100.0  3,931,785 100.0  3,662,861 100.0
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(2）四半期損益計算書

  

前第３四半期会計期間末

 　　（自　平成18年７月１日

 　　　至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成20年３月31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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

 Ⅰ　売上高  3,079,331 100.0  3,489,006 100.0  4,101,467 100.0

 Ⅱ　売上原価  925,285 30.0  983,117 28.2  1,219,767 29.7

 　　売上総利益  2,154,046 70.0  2,505,888 71.8  2,881,700 70.3

 Ⅲ　販売費及び一般

　　 管理費
 2,064,807 67.1  2,451,953 70.3  2,783,415 67.9

 　　営業利益  89,238 2.9  53,935 1.5  98,284 2.4

 Ⅳ　営業外収益  ※１  47,703 1.5  52,064 1.5  67,753 1.7

 Ⅴ　営業外費用  ※２  89,323 2.9  85,121 2.4  113,605 2.8

 　　経常利益  47,618 1.5  20,879 0.6  52,432 1.3

 Ⅵ　特別利益  ※３  52,052 1.7  721 0.0  53,602 1.3

 Ⅶ　特別損失  ※４  29,900 0.9  33,171 0.9  29,953 0.7

 　　税引前四半期

　   （当期）純利益

     又は税引前四半

　　 期純損失（△）

 69,770 2.3  △11,570 △0.3  76,081 1.9

 　　税金費用  4,997 0.2  5,584 0.2  6,849 0.2

 　　四半期（当期）

     純利益又は四半期

     純損失（△）

 64,773 2.1  △17,154 △0.5  69,231 1.7
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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18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

　　　

　合　計別途積立金
繰越利益

剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

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

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

　四半期純利益 － － － － 64,773 64,773 － 64,773

 自己株式の取得 － － － － － － △40 △40

　株主資本以外の項目の第３

　四半期会計期間中の変動額

　（純額）

－ － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額

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

平成19年３月31日残高（千円） 479,205 394,254 14,180 80,000 74,980 169,160 △40 1,042,579

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

平成18年６月30日残高（千円） 10,607 700,078

第３四半期会計期間中の変動額

　新株の発行 － 292,950

　剰余金の配当 － △4,574

　四半期純利益 － 64,773

 自己株式の取得 － △40

　株主資本以外の項目の第３

　四半期会計期間中の変動額

　（純額）

△7,978 △7,978

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△7,978 345,130

平成19年３月31日残高（千円） 2,628 1,045,208
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          当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

　　　

　合　計別途積立金
繰越利益

剰余金

平成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３四半期会計期間中の変動額

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

　四半期純利益 － － － － △17,154 △17,154 － △17,154

 自己株式の取得 － － － － － － △37 △37

　株主資本以外の項目の第３

　四半期会計期間中の変動額

　（純額）

－ － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － － － △28,800 △28,800 △37 △28,838

平成20年３月31日残高（千円） 479,205 394,254 14,180 80,000 50,638 144,818 △141 1,018,136

評価・換算差額等

新株予約権 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３四半期会計期間中の変動額

　剰余金の配当 － － △11,646

　四半期純利益 － － △17,154

 自己株式の取得 － － △37

　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）

△1,651 209 △1,441

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△1,651 209 △30,280

平成20年３月31日残高（千円） 714 209 1,019,059
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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

  

前第３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年７月１日 

至　平成20年３月31日） 

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成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） 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）純利益又は

　　税引前四半期純損失（△）
 69,770 △11,570 76,081

２　減価償却費  169,820 209,319 233,598

３　賞与引当金の増加額  16,910 17,375 1,330

４　退職給付引当金の増加額

　（△減少額）
 1,280 △984 3,174

５　受取利息及び受取配当金  △1,785 △1,888 △2,279

６　支払利息  24,247 28,289 32,282

７　株式交付費  8,307 － 8,307

８　株式公開費用  11,907 － 11,907

９　投資有価証券売却益  △10,702 － －

10　固定資産受贈益  △11,187 － －

11　投資有価証券売却損  57 － 57

12　固定資産除却損  29,825 1,552 29,889

13　売上債権の減少額（△増加額）  △11 △239 3

14　たな卸資産の減少額（△増加

    額） 
 △1,506 1,884 △4,621

15　仕入債務の増加額  30,008 16,352 10,522

16　未払金の増加額 （△減少額）  △3,846 5,257 △1,263

17　未払費用の増加額  8,472 7,645 25,499

18　その他  △32,667 19,295 △50,698

小計  308,902 292,288 373,792

19　利息及び配当金の受取額  403 773 483

20　利息の支払額  △24,692 △33,162 △27,795

21　法人税等の支払額  △11,098 △11,861 △6,171

営業活動によるキャッシュ・フロー  273,513 248,037 340,308
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前第３四半期会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年７月１日 

至　平成20年３月31日） 

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　定期預金の純増減額  △25,008 24,520 △34,018

２　有形固定資産の取得による支出  △193,040 △397,563 △294,294

３　有形固定資産の売却による収入  － 761 －

４　投資有価証券の売却による収入  23,733 － －

５　敷金・保証金の支払による支出  △22,631 △67,140 △48,381

６　敷金・保証金の償還による収入  － 13,450 －

７　貸付けによる支出  △1,024 △120 △1,024

８　貸付金の回収による収入  17,449 15,471 23,355

９　その他  △2,420 △1,377 22,897

投資活動によるキャッシュ・フロー  △202,941 △411,988 △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  300,000 900,000 400,000

２　長期借入金の返済による支出  △442,200 △547,044 △546,654

３　設備未払金の支払による支出  △11,283 △4,165 △13,266

４　社債の償還による支出  △100,000 △100,000 △100,000

５　配当金の支払額  △4,574 △11,183 △4,574

６　株式の発行による収入  284,642 － 284,642

７　株式公開費用の支払額  △11,907 － △11,907

８　自己株式の取得による収入  △40 △37 △104

９　その他  1,996 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー  16,632 237,569 8,136

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  87,204 73,609 16,979

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  196,180 213,160 196,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
※ 283,384 286,769 213,160
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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

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年７月１日 

至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年７月１日 

至　平成20年３月31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３四半期末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）

 (1）有価証券

   　その他有価証券 

 　    時価のあるもの

　同左

(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）たな卸資産

　　店舗食材

    　同左

　　原材料

　  　同左

  　 仕込品

　　 　同左

　　 貯蔵品

　　 　同左

 ２．固定資産の減価償却

     の方法

(1) 有形固定資産

 　　定率法によっております。

　　 ただし、平成10年４月１日以降

　 に取得した建物（附属設備を除

　 く）については定額法によってお

   ります。

     なお、耐用年数及び残存価額に

　 ついては、法人税法に規定する

　 方法と同一の基準によっておりま

   す。なお、主な耐用年数は以下の

　 とおりであります。

     建物　　　　　　　15年～31年

   　工具、器具及び備品６年～10年

(1) 有形固定資産

     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（附属設備は除く）

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

(2）無形固定資産

　同左

 

 

 

 (3) 長期前払費用　　　　　

 　　　同左
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項目

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年７月１日 

至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年７月１日 

至　平成20年３月31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

 　　定率法によっております。

 　　ただし、建物（附属設備を除　

　 く）については定額法によってお

   ります。

　　 なお、耐用年数及び残存価額に

　 ついては、法人税法の規定する方

   法と同一の基準によっております。

     なお、主な耐用年数は以下のと

   おりであります。

  　 建物　　　　　　  15年～31年

　　 工具、器具及び備品

               　      ６年～10年

(4) 賃貸不動産 

     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、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．繰延資産の処理方法 （1）株式交付費

　　 支出時に全額費用として処理して

　 おります。

――――――― （1）株式交付費

　　 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）賞与引当金

     従業員の賞与支給に備えるため、

　 当第３四半期会計期間に負担すべき

   支給見込額を計上しております。

 (2）退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるため、

　 当期末における退職給付債務に基づ

　 き、当第３四半期会計期間に発生し

　 ていると認められる額を計上してお

　 ります。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中か

ら在任している役員に対する制度廃

止日時点までの期間に対応した支給

予定額を計上しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日

をもって廃止しており、当第３四半

期会計期間の新たな繰入額はありま

せん。

(1）賞与引当金 

  　同左

 

 

 (2）退職給付引当金

 　 同左

 

 

  

 

 (3）役員退職慰労引当金

　 同左

(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

　 会計期間の新たな繰入額はありませ

　 ん。　

 ５．リース取引の処理方

　　 法
　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

　　　同左 　　同左　　　　

 ６．四半期キャッシュ・

　　 フロー計算書（キャ

　　 ッシュ・フロー計算

　　 書）における資金の

　　 範囲

　手許現金、随時引き出し可能な現金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

　　  同左 　　同左　　　　　　　　　　　
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項目

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年７月１日 

至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年７月１日 

至　平成20年３月31日） 

前事業年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

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18年７月１日
至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年７月１日 
至　平成20年３月31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。 
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間末 
（平成20年３月31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

　　　　　　　　　　　1,351,402千円

      投資その他の資産の減価償却累

　　　計額

　　　　　　　　　　　　189,423千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    1,604,423千円 

 　　 投資その他の資産の減価償却累

　　　計額

204,808千円 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 　     　   1,412,816千円

      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

※２　担保資産

　　　担保に供している資産

建　  物 83,397千円

土 　 地 455,162千円

 合  計 538,560千円

建　  物 84,623千円

土 　 地 455,162千円

 合  計 539,786千円

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 

327,891千円

長期借入金 167,842千円

 合　計 495,733千円

 上記に対応する債務

一年以内返済予

定の長期借入金

122,856千円

長期借入金 87,586千円

 合　計 210,442千円

 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

※３　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18年７月１日
至　平成19年３月31日）

 当第３四半期会計期間
 （自　平成19年７月１日
　至　平成20年３月31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　

賃貸不動産収入 42,707千円

 

※１　営業外収益のうち主要なもの

賃貸不動産収入 46,112千円

※１　営業外収益のうち主要なもの　

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 ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 20,414千円

賃貸不動産費用 29,660千円

株式公開費用 11,808千円

支払利息 24,398千円

賃貸不動産費用 44,372千円

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  ※３　特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券

売却益
10,702千円

固定資産受贈益 11,187千円

保険金収入 23,527千円

固定資産税還付金 6,543千円

 ――――――

 

投資有価証券

売却益
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 ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 29,842千円 固定資産除却損 2,198千円

固定資産売却損 30,272千円

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 ５　減価償却実施額 

有形固定資産 156,335千円

無形固定資産 42千円

投資その他の

資産 
13,442千円

有形固定資産 190,106千円

無形固定資産 42千円

投資その他の

資産  
17,710千円

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 
15,881千円
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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18年７月１日　至　平成19年３月31日） 

 　　　 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

区分
前事業年度末株式数

（株）
当第３四半期会計期間
増加株式数（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数（株）

当第３四半期会計期間
末株式数（株）

（発行済株式）

　普通株式　（注）１
457,400 707,400 － 1,164,800

計 457,400 707,400 － 1,164,800

（自己株式）

　普通株式　（注）２
－ 60 － 60

計 － 60 － 60

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

　　　　　　 250,000株であります。

         ２　普通株式の自己株式の増加60株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半期
会計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

 ３．配当に関する事項

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 

 

 　　　 当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 区分
前事業年度末株式数

（株）
当第３四半期会計期間
増加株式数（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数（株）

当第３四半期会計期間
末株式数（株）

（発行済株式）

　普通株式
1,164,800 － － 1,164,800

計 1,164,800 － － 1,164,800

（自己株式）

　普通株式（注）
150 73 － 223

計 150 73 － 223

 　（注）　普通株式の自己株式の増加73株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半期
会計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

平成17年12月ストック・

オプションとしての新株

予約権

－ － － － － －

平成19年12月ストック・

オプションとしての新株

予約権

－ － － － － 209

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３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期末後となるもの

 該当事項はありません。

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　（注）１
457,400 707,400 － 1,164,800

　　　　計 457,400 707,400 － 1,164,800

 （自己株式）

 　普通株式　（注）２
－ 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

　　次のとおり決議を予定しております。
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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）

 

前第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成20年３月31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３四半期末

　残高と四半期貸借対照表に掲載され

　ている科目の金額との関係 

 （平成19年３月31日現在）

※現金及び現金同等物の第３四半期末

　残高と四半期貸借対照表に掲載され

　ている科目の金額との関係

 （平成20年３月31日現在） 

※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 321,394千円

預入期間３か月超の
定期預金

△38,010千円

現金及び現金同等物  283,384千円

 

現金及び預金 309,269千円

預入期間３か月超の
定期預金

△22,500千円

現金及び現金同等物 286,769千円

 

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）

前第３四半期会計期間

　　　　  （自　平成18年７月１日

         至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年７月１日 

         至　平成20年３月31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

　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当期

   末残高相当額

 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額相

当額

(千円)

四半期末

残高相当

額

(千円)

機械及

び装置
30,329 11,538 18,790

工具、

器具及

び備品

128,099 72,919 55,179

合計 158,428 84,458 73,970

　 （注）取得価額相当額は、未経過リース料第

　　　 　３四半期末残高が有形固定資産の第３

　　　 　四半期末残高等に占める割合が低いた

　　　 　め、支払利子込み法により算定してお

　　 　　ります。    

 

取得価額

相当額

 (千円)

減価償却

累計額相

当額

(千円) 

四半期末

残高相当

額

 (千円)

機械及

び装置
23,702 9,406 14,295

工具、

器具及

び備品

84,777 48,770 36,007

 合計 108,480 58,177 50,302

 （注） 同左

 

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３四半期末残高相当額等

 　  未経過リース料第３四半期末残高相当額

 ②  未経過リース料第３四半期末残高相当額等

 未経過リース料第３四半期末残高相当額

②  未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 23,667千円

１年超 50,302千円

合　計 73,970千円

    (注) 未経過リース料第３四半期末残高相当

         額は、有形固定資産の第３四半期末残

         高等に占める未経過リース料第３四半

         期末残高の割合が低いため、支払利子

         込み法により算定しております。    

１年以内 20,502千円

１年超 29,800千円

合　計 50,302千円

 （注） 同左

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

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

    額及び減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 25,869千円

減価償却費相当額 25,869千円

支払リース料 14,992千円

減価償却費相当額 14,992千円

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

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

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間（平成19年３月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 5,044 9,470 4,425

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

 合計 5,044 9,470 4,425

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

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

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

             いて減損処理を行っております。

 

 当第３四半期会計期間（平成20年３月31日現在）

 その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 4,451 5,654 1,202

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

 合計 4,451 5,654 1,202

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

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

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

減損処理を行っております。

前事業年度（平成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。
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（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

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

当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

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

前事業年度（自　平成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）

前第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

 　　　該当事項はありません。

 

      当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額および科目

　　販売費及び一般管理費　　209千円 

 　２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

平成19年12月ストック・オプション

 付与対象者の区分及び数  当社従業員77名

 株式の種類別のストック・オプションの付与

数
 普通株式　10,100株

 付与日  平成19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22年１月１日から平成29年６月30日

 権利行使価格（円） 507

 付与日における公正な評価単価（円） 129

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。
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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の数が増加しております。

 

 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） －

　付与日における公正な評価単価　（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株に付き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）

 前第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

　　　　該当事項はありません。

 

　　　当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成19年７月１日 
至　平成20年３月31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 897円 32銭

１株当たり四半期純

利益金額
66円 69銭

潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益

金額
－円 －銭

１株当たり純資産額  875円 04銭 

１株当たり四半期純

損失金額
△14円 73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。 

 　当社は平成18年９月１日付けで株式

 １株につき２株の株式分割を行ってお

 ります。

   なお、当該株式分割が前期首に行わ

 れたと仮定した場合の前事業年度にお

 ける１株当たり情報については、以下

 のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額　　　765円　27銭

１株当たり当期純利益金額　8円　67銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式は存在

しますが、当社株式は非上場であり期中

平均株価が把握できないため記載してお

りません。

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式

は存在しますが、四半期純損失を計上

しているため、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。

 　当社は平成18年９月１日付けで株式

 １株につき２株の株式分割を行ってお

 ります。

   なお、当該株式分割が前期首に行わ

 れたと仮定した場合の前事業年度にお

 ける１株当たり情報については、以下

 のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額　　　765円　27銭

１株当たり当期純利益金額　8円　67銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式は存在

しますが、当社株式は非上場であり期中

平均株価が把握できないため記載してお

りません。

　（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失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 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株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株

当たり四半期純損失金額
   

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（千円）
64,773 △17,154 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）純利益又は普

通株式に係る四半期純損失（千円）
64,773 △17,154 69,231

期中平均株式数（株） 971,298 1,164,614 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

 43,750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）

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

　　　　該当事項ありません

 

  　　当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31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３四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

 

前第３四半期会計期間

　（自　平成18年７月１日

   至　平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 

(自　平成19年７月１日 

　至　平成20年３月31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） 金額（千円）

 クイックサービス部門 1,878,180 2,185,006 2,529,799

 ファミリーサービス部門 1,061,945 1,120,829 1,383,374

 カジュアルサービス部門 131,629 178,222 177,342

 その他 7,577 4,948 10,951

合計 3,079,331 3,489,006 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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