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１．平成21年２月期第１四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年５月31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 ％

21年２月期第１四半期 2,060 27.5 155 3.3 175 11.2 291 267.3

 20年２月期第１四半期 1,616 －　 150 －　 157 －　 79 －　

20年２月期 6,994 40.1 596 57.6 625 44.8 362 49.9

 

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

21年２月期第１四半期 3,418 32 3,058 28

20年２月期第１四半期 922 04 824 24

20年２月期 4,235 84 3,791 36

 (参考)　持分法投資損益　21年２月期第１四半期―百万円　20年２月期第１四半期―百万円　20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

21年２月期第１四半期 6,334 3,483 55.0 40,864 51

20年２月期第１四半期 5,315 2,943 55.4 34,332 17

20年２月期 5,642 3,192 56.6 37,446 19

 (参考)自己資本　21年２月期第１四半期　　3,483百万円　20年２月期第１四半期　　 2,943百万円　20年２月期　　 3,192百万円　

(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

21年２月期第１四半期 446 △437 37 1,165

20年２月期第１四半期 112 △97 △215 565

20年２月期 1,427 △527 △546 1,119

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

20年２月期 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 0　 00　

21年２月期 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 0　 00　

21年２月期（予想） －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 0　 00　

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28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 4,159 27.1 269 4.0 304 9.8 297 162.2 3,480 02

通期 8,740 25.0 720 20.9 795 27.2 567 56.7 6,637 89

 (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１四半期末発行済株式総数(86,592株)から当第１四半期末自己株式数(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20年３月１日　～　平成20年５月31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 ％

21年２月期第１四半期 1,265 7.3 108 △20.4 125 △15.9 253 216.4

20年２月期第１四半期 1,179 22.9 136 12.7 148 28.0 80 31.5

20年２月期 4,915 16.8 388 △12.5 450 △0.4 232 △5.8

 

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年２月期第１四半期 2,976 42

20年２月期第１四半期 932 02

20年２月期 2,715 45

(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

21年２月期第１四半期 5,253 3,320 63.2 38,953 38

20年２月期第１四半期 4,793 2,949 61.5 34,397 43

20年２月期 5,083 3,067 60.3 35,976 97

 (参考)自己資本　21年２月期第１四半期　　 3,320百万円　20年２月期第１四半期　　 2,949百万円　20年２月期　　 3,067百万円　

６．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28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 2,474 4.4 184 △14.9 219 △10.4 293 139.4 3,427 60

通期 5,000 1.7 356 △8.4 426 △5.3 402 73.5 4,710 22

 (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１四半期末発行済株式総数(86,592株)から当第１四半期末自己株式数(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１四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

影響等による金融市場の急激な変動等により、企業業績に陰りが見え先行き不透明な状況で推移いたしました。

　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、原材料価格の高騰懸念

等により、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、主力業態である「天地旬鮮　八吉」を中心に、主として東京都内の

ビジネス街に店舗展開を進めておりますが、平成20年３月26日に東京池袋エリアを中心に17店舗の居酒屋等業態を展開す

る、株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・ジェイの全株式を取得いたしました。

　当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、前連結会計期間末の52店舗に前出の17店舗を加えた69店舗に賃貸人の事情に

よる１店舗の閉店、さらに今回株式取得した店舗群のうち１店舗を閉店した結果、67店舗となっております。当連結会計

期間末までには、新規出店予定の３店舗を加えた70店舗体制となります。

　以上の結果、当第一四半期会計期間末の売上高は2,060百万円、営業利益は155百万円、経常利益は175百万円、四半期純

利益は291百万円となりました。

　今後も引き続き無理なく規模を拡大しながら、当社の特徴である漁港での鮮魚の直接買い付けができる買参権をさらに

活かすべく、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

　連結貸借対照表の主要項目と致しましては、前出のM&Aにより資産、負債及び純資産ともに増加しております。

　資産の部のうち主に店舗の設備等である有形固定資産は、M&Aによる増加を減価償却費と撤退店舗の除却等による減少が

相殺し、2,434百万円となっております。なお、敷金保証金はやはりM&Aによる増加により1,333百万円となっております。

現金及び預金はM&Aの株式取得等の支出547百万円はありましたが、営業収益が貢献し前連結会計期間末と比較しても微増

の1,227百万円となっております。

　負債の部につきましては、M&Aにより前連結会計年度と比較して400百万円増加しております。主な要因は借入金が264百

万円増加したことであります。

　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１四半期純利益の計上により291百万円増加し、

3,483百万円になり、自己資本比率は55％となっております。

　結果、当第１四半期末における資産の部は6,334百万円、負債の部は2,850百万円、純資産の部は3,483百万円となりまし

た。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四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20年４月８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１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年５月31日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成20年２月29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   615,329   1,227,955   1,181,484  

２．売掛金   127,824   149,928   131,814  

３．たな卸資産   115,821   145,625   147,529  

４．繰延税金資産   14,031   13,076   15,405  

５．その他   286,865   179,608   150,194  

６. 貸倒引当金   ―   △17,054   △17,054  

流動資産合計   1,159,871 21.8  1,699,141 26.8  1,609,374 28.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1)建物 ※１ 1,596,983  1,578,684  1,527,041  

(2)工具器具及び備品 ※１ 263,753  252,032  255,689  

(3)土地 ※１ 577,891  577,891  577,891  

(4)その他 29,533  25,500  17,324  

有形固定資産合計   2,468,160 46.4  2,434,108 38.4  2,377,946 42.2

２．無形固定資産           

(1)のれん   592,034   776,625   487,558  

(2)その他   14,403   23,825   21,879  

無形固定資産合計   606,438 11.4  800,450 12.7  509,437 9.0

３．投資その他の資産           

(1)敷金保証金 ※１  1,037,549   1,333,906   1,074,480  

(2)繰延税金資産   1,500   23,491   27,947  

(3)その他   42,207   42,977   43,166  

投資その他の資産合計   1,081,257 20.4  1,400,374 22.1  1,145,593 20.3

固定資産合計   4,155,855 78.2  4,634,934 73.2  4,032,977 71.5

資産合計   5,315,727 100.0  6,334,076 100.0  5,642,352 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年５月31日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成20年２月29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   126,563   159,693   142,450  

２.１年以内償還予定社債   30,000   30,000   80,000  

３.１年以内返済予定
長期借入金

※１  368,403   372,075   307,685  

４．未払金   231,253   352,681   318,296  

５．未払法人税等   59,179   188,391   136,939  

６．その他 ※３  135,597   185,097   152,940  

流動負債合計   950,997 17.9  1,287,938 20.3  1,138,312 20.2

Ⅱ　固定負債           

１．社債   220,000   140,000   145,000  

２．長期借入金 ※１  1,104,618   1,132,459   882,250  

３．長期未払金   59,540   ―   12,644  

４．その他   36,656   289,774   271,669  

固定負債合計   1,420,814 26.7  1,562,233 24.7  1,311,564 23.2

負債合計   2,371,812 44.6  2,850,172 45.0  2,449,877 43.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

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

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

３．利益剰余金   648,037  1,222,293  930,864

４．自己株式   △84,054  △118,821  △118,821

株主資本合計   2,943,915 55.4  3,483,903 55.0  3,192,475 56.6

純資産合計   2,943,915 55.4  3,483,903 55.0  3,192,475 56.6

負債純資産合計   5,315,727 100.0  6,334,076 100.0  5,642,352 100.0

           

　（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１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

（参考)前連結会計年度の
要約損益計算書 

　(自　平成19年３月１日 
至　平成20年２月29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   1,616,834 100.0  2,060,779 100.0  6,994,640 100.0

Ⅱ　売上原価   422,880 26.2  533,668 25.9  1,832,494 26.2

売上総利益   1,193,953 73.8  1,527,110 74.1  5,162,145 73.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,043,039 64.5  1,371,278 66.6  4,566,126 65.3

営業利益   150,913 9.3  155,832 7.5  596,018 8.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  93   121   1,184   

２．協賛金収入  20,373   24,506   84,702   

３．投資有価証券売却益  ―   1,148   ―   

４．その他  1,215 21,683 1.4 2,756 28,532 1.4 5,441 91,328 1.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  12,056   8,452   39,744   

２．その他  2,584 14,640 0.9 263 8,715 0.4 22,118 61,862 0.9

経常利益   157,955 9.8  175,649 8.5  625,485 8.9

Ⅵ　特別利益           

１．損害賠償金  1,561 1,561 0.1 350,000 350,000 17.0 192,270 192,270 2.8

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ ―   5,669   59,074   

２．固定資産売却損 ※３ 10,627   ―   9,017   

３．前期損益修正損  ―   5,845   ―   

４．その他  408 11,035 0.7 ― 11,514 0.6 162,303 230,394 3.3

税金等調整前四半期
(当期)純利益

  148,481 9.2  514,134 24.9  587,361 8.4

法人税、住民税及び事
業税

 61,827   189,570   245,700   

法人税等調整額  7,314 69,141 4.3 33,134 222,705 10.8 △20,506 225,193 3.2

四半期(当期)純利益   79,339 4.9  291,428 14.1  362,167 5.2

           

　（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１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

 
株主資本

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 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１四半期連結会計期間中の変
動額

      

第１四半期連結純利益 ― ― 79,339 ― 79,339 79,339

自己株式の取得 ― ― ― △54,103 △54,103 △54,103

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

― ― 79,339 △54,103 25,236 25,236

平成19年５月31日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 648,037 △84,504 2,943,915 2,943,915

　（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１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 930,864 △118,821 3,192,475 3,192,475

第１四半期連結会計期間中の変
動額

      

第１四半期連結純利益 ― ― 291,428 ― 291,428 291,428

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計

― ― 291,428 ― 291,428 291,428

平成20年５月31日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 1,222,293 △118,821 3,483,903 3,483,903

　（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19年３月１日　至　平成20年２月29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

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 50 ― ― ― 50 50

当期純利益 ― ― 362,167 ― 362,167 362,167

自己株式の取得 ― ― ― △88,420 △88,420 △88,420

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

50 ― 362,167 △88,420 273,796 273,796

平成20年２月29日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 930,864 △118,821 3,192,475 3,192,475

　（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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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31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19年３月１日
至　平成20年２月29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  148,481 514,134 587,361

減価償却費  96,697 99,378 438,013

のれん償却額  34,825 45,994 139,302

受取利息及び受取配当金  △93 △121 △1,246

投資有価証券売却益  ― △1,148 ―

デリバティブ評価損益(△益)  △48 ― ―

支払利息  12,056 8,452 39,744

損害賠償金  △1,561 △350,000 △192,270

固定資産除却損  ― 5,669 59,074

固定資産売却損  10,627 ― 9,017

未払消費税等の増加額(△減少額)  12,659 △45,854 83,007

売上債権の増加額  △39,006 △7,397 △42,995

たな卸資産の減少額(△増加額)  △17,929 13,279 △49,637

仕入債務の増加額(△減少額）  △1,636 △27,948 14,250

未払金の増加額(△減少額)  △5,697 46,299 58,546

その他流動資産の減少額(△増加額)  △3,591 9,156 △5,316

その他流動負債の増加額(△減少額)  △4,482 △5,743 38,553

その他固定負債の増加額  ― 18,668 235,013

その他  12,413 △29,790 166,950

小計  253,714 293,028 1,577,367

利息及び配当金の受取額  6 121 1,255

利息の支払額  △6,740 △6,741 △27,004

損害賠償金の受取額  1,561 350,000 192,270

違約金等の支払額  ― ― △62,013

法人税等の支払額  △136,276 △190,310 △254,730

営業活動によるキャッシュ・フロー  112,264 446,098 1,427,146

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  △30,004 △505 △93,500

定期預金の払出による収入  31,505 ― 83,001

有形固定資産の取得による支出  △104,953 △43,245 △494,699

有形固定資産の売却による収入  52,270 ― 52,270

無形固定資産の取得による支出  △6,250 △1,794 △12,077

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 ― △405,086 ―

敷金保証金の差入による支出  △35,140 ― △125,244

敷金保証金の回収による収入  547 15,395 42,609

短期貸付金の純増減額  △5,284 △2,512 2,245

その他  △347 250 18,306

投資活動によるキャッシュ・フロー  △97,656 △437,497 △527,089
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31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19年３月１日
至　平成20年２月29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  ― 400,000 ―

長期借入金の返済による支出  △166,596 △281,692 △449,681

割賦債務の返済による支出  △43,831 △25,943 △146,916

社債の償還による支出  △5,000 △55,000 △30,000

その他  ― ― 79,870

財務活動によるキャッシュ・フロー  △215,427 37,364 △546,728

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 △200,818 45,965 353,327

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  766,642 1,119,969 766,642

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末
(期末)残高

※１ 565,823 1,165,935 1,119,969

　（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。

－ 9 －



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１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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　　　５社

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、

㈱エムアイフードシステム、

㈱デイ・マックス、

㈲エム・ジェイ

(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

(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１

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１四半期連結財務

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１四半期純損益（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１四半期連結

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㈱柚屋の決算日は、

８月31日であります。

　当第１四半期連結財務諸表作成

にあたっては、当第１四半期連結

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㈱柚屋の決算日は８

月31日であり、㈱デイ・マックス

及び㈲エム・ジェイの決算日は３

月31日であります。

　当第１四半期連結財務諸表作成

にあたっては、当第１四半期連結

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㈱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

同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

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１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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　　　　　　２～27年

工具器具備品　　３～15年

その他　　　　　２～14年

建物　　　　　　３～27年

工具器具備品　　３～15年

その他　　　　　２～10年

― （追加情報）

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

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５%に

到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し減価償

却費に含めて計上することにし

ております。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、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、経常利益及び税金等調整前

当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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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

　会計処理方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

 (連結損益計算書)

　有形固定資産の減価償却方法に係る会計基準

 　当第１四半期より、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。

　―

表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

 (連結貸借対照表)

　前連結会計年度において、「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。

 (連結貸借対照表)

　前第一四半期連結会計期間において、「長期未払金」として処理し

ていたものは、重要性が乏しいため、固定負債の「その他」に表示し

ております。　

　なお、当第１四半期連結会計期間の「長期未払金」の金額は、

6,259千円であります。

（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。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　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、当第一四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１四半期連結会計期間の「デリバティブ評価損益」の金額は、110

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１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29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 31,041千円

工具器具及び備品 182 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

合計 628,349千円

建物 29,344千円

工具器具及び備品 139 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

合計 626,609千円

建物 29,737千円

工具器具及び備品 149 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

合計 627,012千円

（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
114,985千円

長期借入金 502,947 

合計 617,932千円

１年以内返済予定

長期借入金
47,543千円

長期借入金 417,649 

合計 465,192千円

１年以内返済予定長期

借入金
56,566千円

長期借入金 427,480 

合計 484,047千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,196,813千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,687,661千円

　減価償却累計額には、減損損失累計額が含ま

れております。

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,506,081千円

　減価償却累計額には、減損損失累計額が含ま

れております。

※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

同左

※３　消費税等の表示

　　　　　　　―

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 325,165千円

地代家賃 247,462千円

給与手当 486,340千円

地代家賃 309,364千円

給与手当 1,521,374千円

地代家賃 1,047,228千円

 ―  ※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 5,610千円

 工具器具及び備品 36 

 その他 22 

 合計 5,669千円

 建物 53,289千円

 工具器具及び備品 4,167 

 その他 1,616 

 合計 59,074千円

 ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

 ※３　　　　　　　　―  ※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 6,046 

 合計 10,627千円

 工具器具及び備品 4,704千円

 土地 4,313 

 合計 9,017千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５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

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 86,572 ― ― 86,572

合計 86,572 ― ― 86,572

 自己株式(注）     

 　普通株式 251 573 ― 824

合計 251 573 ― 824

（注）　普通株式の自己株式の増加数573株は、全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

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５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

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１四半期連結会

計期間末株式数

（株）

発行済株式     

　普通株式 86,592 ― ― 86,592

合計 86,592 ― ― 86,592

 自己株式     

 　普通株式 1,337 ― ― 1,337

合計 1,337 ― ― 1,337

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19年３月１日　至　平成20年２月29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) 86,572 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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と第１四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１四半期末残高

と第１四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 615,329千円

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
△44,500千円

現金及び現金同等物 565,823千円

現金及び預金勘定 1,227,955千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△10,020千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△52,000千円

現金及び現金同等物 1,165,935千円

現金及び預金勘定 1,181,484千円

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
△56,500千円

現金及び現金同等物 1,119,969千円
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（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

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）

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１四半期連結会

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１四半期連結会

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、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額(借主側）

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期連結会
計期間末
残高相当
額
（千円）

工具器具
及び備品

262,218 86,542 176,276

その他
(機械及び
装置)

92,780 35,514 57,266

無形固定
資産

8,891 3,127 5,763

合　計 364,490 125,183 239,306

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１四半
期連結会
計期間末
残高相当
額
（千円）

工具器具

及び備品
297,019 130,767 2,530 163,721

その他

（機械及

び装置）

68,819 45,909 ― 22,909

その他

（車両運

搬具）

4,320 1,285 3,034 ―

無形固定

資産
10,998 4,801 ― 6,197

合計 381,159 182,765 5,565 192,828

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
279,811 103,867 2,766 173,177

その他

（機械及

び装置）

68,819 42,477 ― 26,342

無形固定

資産
10,998 4,251 ― 6,746

合計 359,630 150,597 2,766 206,266

(2）未経過リース料第１四半期連結会計期

間末残高相当額

(2）未経過リース料第１四半期連結会計期

間末残高相当額

(2）未経過リース料連結会計期間末残高相

当額

１年内 70,426千円

１年超 174,766千円

合計 245,193千円

１年内 70,015千円

１年超 134,933千円

合計 204,949千円

 リース資産減損勘定の残高　　　 5,565千円

１年内 68,972千円

１年超 146,117千円

合計 215,090千円

 リース資産減損勘定の残高　     2,766千円

(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、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 19,653千円

減価償却費相当額 17,939千円

支払利息相当額 2,067千円

支払リース料 20,507千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,386千円

減価償却費相当額 18,596千円

支払利息相当額 1,671千円

支払リース料 80,668千円

減価償却費相当額 73,809千円

支払利息相当額 7,922千円

減損損失 2,766千円

(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）

　　リース資産に配分された減損損失は、

　　5,565千円であります。

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失は、

　　2,766千円であります。
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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１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年５月31日）
前連結会計年度末

（平成20年２月29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 5,250 454 △4,796 5,250 ― 84 △5,165 5,250 ― 195 △5,054

金利スワッ

プ取引

変動受取・

固定支払

25,000 15,000 △136 △136 15,000 5,000 △54 △54 17,500 7,500 △99 △99

　（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。
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（ストック・オプション等関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）
　　該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）
　　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．当該連結会計年度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．ストック・オプションの内容

第1回
ストックオプション

第2回
ストックオプション

第3回 
ストックオプション

第4回
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５名

当社従業員24名

当社取引先２名

当社子会社取締役１名

当社子会社従業員１名

当社取締役１名

当社従業員85名

当社子会社取締役１名

当社子会社従業員１名

当社従業員87名

ストック・

オプション数(注)
普通株式9,572株 普通株式256株 普通株式972株 普通株式636株

付与日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成17年８月15日 平成18年４月21日

権利行使期間

 

自平成18年８月27日 自平成18年８月27日 自平成18年８月27日 自平成19年11月30日

至平成26年８月26日 至平成26年８月26日  至平成26年８月26日 至平成27年11月29日 

権利確定条件 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使価格（円） 2,500 2,500 2,500 179,864

付与日における

公正な評価単価
－ － － －

 (注)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１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31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１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31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19年３月１日　至　平成20年２月29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１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

　海外売上高がないため記載しておりません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31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19年３月１日　至　平成20年２月29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１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 34,332.17円

１株当たり第１四半期

純利益金額
922.04円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
824.24円

１株当たり純資産額 40,864.51円

１株当たり第１四半期

純利益金額
3,418.32円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
3,058.28円

１株当たり純資産額 37,446.19円

１株当たり

当期純利益金額
4,235.84円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
3,791.36円

（注）１株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(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１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり第１四半期(当期)純利益金額
   

第１四半期(当期)純利益（千円） 79,339 291,428 362,167

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
79,339 291,428 362,167

期中平均株式数（株） 86,048 85,255 85,501

    

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期(当期)純利益金額
   

第１四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 10,210 10,036 10,024

（うち新株予約権） (10,210) (10,036) (10,024)

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１四半期(当期)純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

第４回ストックオプション

（新株予約権の数551個）

第４回ストックオプション

（新株予約権の数468個）

第４回ストックオプション

（新株予約権の数474個）
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間 

（自　平成20年３月１日

至　平成20年５月31日）

(参考）前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

　該当項目はありません。 　該当項目はありません。 （株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイの株式取得並びに子会社化）

　平成20年３月６日開催の取締役会において株

式会社デイ・マックス及び有限会社エム・ジェ

イの株式（持分）を取得、子会社化することを

決議し、平成20年３月26日、両社の株式を取得

いたしました。

 

(1)取得の目的

　株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイは、当社の「店舗出店ポリシー」に合致

するような店舗を計17店舗運営し、ますます厳

しさを増す外食産業の中、特に材料及び人材等

分野におけるスケールメリットの享受等により、

さらなる利益率上昇を目論むものであります。

 

(2)株式の取得先

　 株式会社ヤマノホールディングス

　　

(3)取得する株式の事業内容、概要

　・株式会社デイ・マックス

　①商号　　　　　：株式会社

　　　　　　　　　　デイ・マックス

　②所在地　　　　：東京都豊島区西池袋

　　　　　　　　　　一丁目３番５号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：40百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

　⑥事業規模（平成19年３月期）

　　売上高　　　　1,451百万円

　⑦取得価額　　　　490百万円

　　 

　・有限会社エム・ジェイ

　①商号　　　　　：有限会社エム・ジェイ

　②所在地　　　　：東京都杉並区久我山

　　　　　　　　　　四丁目29番37号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：３百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

（平成20年３月期より事業年度を５月末から３

月末に変更）

　⑥事業規模（平成19年５月期）

　　売上高　　　　　 47百万円

　⑦取得価額　　　　 10百万円

　　 

(4)取得する株式の数及び取得後の持分比率

　・株式会社デイ・マックス　

　　　取得株式　　　　　80,000株

　　　取得後持分比率　　　100.0％

　・ 有限会社エム・ジェイ

    　取得株式数　　　　    60株

　　  取得後持分比率    　100.0％

 

(5)取得資金の調達方法

　 自己資金
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前第１四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

当第１四半期連結会計期間 

（自　平成20年３月１日

至　平成20年５月31日）

(参考）前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

　該当項目はありません。 　該当項目はありません。 （賃貸契約の終了に伴う解約金の受取り）

 賃貸人の事情により、賃貸借契約が継続不能

となり、平成20年３月31日に閉店した「八吉秋

葉原ワシントンホテル店」について、平成20年

４月30日に賃貸人との賃貸契約が終了し、合計

350百万円の解約金を受取りました。

これにより、翌連結会計年度（自　平成20年３

月１日　至　平成21年２月28日）において、特

別利益が350百万円が発生する見込みとなりま

す。
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５．四半期個別財務諸表

(1）第１四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成20年２月29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   319,424  819,909  1,039,170  

２．売掛金   104,331  107,067  102,009  

３. たな卸資産   103,468  116,431  131,241  

４．短期貸付金   274,373  253,745  253,953  

５. その他　   267,070  122,628  173,875  

流動資産合計   1,068,668 22.3 1,419,782 27.0 1,700,251 33.4

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※２        

(1)建物 ※１  1,028,134  860,702  901,959  

(2)土地 ※１  577,891  577,891  577,891  

(3)その他 ※１  184,200  168,369  183,596  

有形固定資産合計   1,790,226 37.3  1,606,963 30.6 1,663,447 32.7

２．無形固定資産           

無形固定資産合計   12,079 0.3  18,978 0.4  19,020 0.4

３．投資その他の資産           

　(1)関係会社株式   ―   655,119   107,319  

　(2)関係会社長期貸付金   1,040,000   790,000   790,000  

(3)敷金保証金 ※１  752,319   738,545  752,971  

(4)その他   129,846   24,179  50,161  

投資その他の資産
合計

  1,922,165 40.1  2,207,844 42.0  1,700,452 33.5

固定資産合計   3,724,471 77.7  3,833,786 73.0  3,382,920 66.6

資産合計   4,793,140 100.0  5,253,569 100.0  5,083,172 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成20年２月29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   108,546  115,558  118,877  

２．１年内返済予定長期借
入金

※１  330,945  277,883  289,126  

３．未払金   132,908  153,716  131,846  

４．未払法人税等   ―  185,990  135,600  

５．その他 ※４  137,890  139,068  195,566  

　 流動負債合計   710,290 14.8  872,217 16.6  871,016 17.2

           

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１ 1,085,337 807,379  874,750  

２．長期前受収益  ― 232,416  248,091  

３．その他  48,002 20,584  22,096  

固定負債合計  1,133,339 23.7  1,060,381 20.2  1,144,939 22.5

負債合計  1,843,630 38.5  1,932,598 36.8  2,015,956 39.7

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,160,631 24.2  1,160,681 22.1  1,160,681 22.8

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 25.5  1,219,751 23.2  1,219,751 24.0

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  653,262   1,058,990   805,236   

利益剰余金合計  653,632 13.6  1,059,360 20.2  805,606 15.8

４．自己株式  △84,504 △1.8  △118,821 △2.3  △118,821 △2.3

株主資本合計  2,949,510 61.5  3,320,970 63.2  3,067,216 60.3

純資産合計  2,949,510 61.5  3,320,970 63.2  3,067,216 60.3

負債・純資産合計  4,793,140 100.0  5,253,569 100.0  5,083,172 100.0

　（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１四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間末 
（自　平成19年３月１日 
至　平成19年５月31日） 

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

 (参考)前事業年度の
要約損益計算書

(自平成19年３月１日
至平成20年２月29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   1,179,257 100.0  1,265,200 100.0  4,915,711 100.0

Ⅱ　売上原価   314,562 26.7  347,698 27.5  1,356,857 27.6

売上総利益   864,694 73.3  917,501 72.5  3,558,854 72.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※３  728,587 61.8  809,172 64.0  3,170,035 64.5

営業利益   136,107 11.5  108,328 8.5  388,818 7.9

Ⅳ　営業外収益  ※１  21,174 1.8  22,480 1.8  90,580 1.9

Ⅴ　営業外費用  ※２  8,435 0.7  5,583 0.4  29,018 0.6

経常利益   148,845 12.6  125,225 9.9  450,380 9.2

Ⅵ　特別利益 ※４  ―　   350,000 27.7  190,000 3.8

Ⅶ　特別損失 ※５  108 0.0  5,669 0.5  185,725 3.8

税引前第１四半期（当
期）純利益

  148,737 12.6  469,556 37.1  454,654 9.2

法人税、住民税及び事
業税

 61,239 188,983  243,000

法人税等調整額  7,300 68,539 5.8 26,818 215,801 17.0 △20,518 222,482 4.5

第１四半期（当期）
純利益

 80,198 6.8 253,754 20.1 232,172 4.7

　（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１四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

 

    株主資本    

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金
 
 

株主資本合計

資本準備金 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１四半期連結会計期間中の
　変動額

        

　第１四半期連結純利益 ― ― ― 80,198 80,198 ― 80,198 80,198

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― △54,103 △54,103 △54,103

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

― ― ― 80,198 80,198 △54,103 26,095 26,095

平成19年５月31日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 653,262 653,632 △84,504 2,949,510 2,949,510

　（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１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

 

    株主資本    

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金
 
 

株主資本合計

資本準備金 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20年２月29日残高（千円） 1,160,681 1,219,751 370 805,236 805,606 △118,821 3,067,216 3,067,216

　第１四半期連結会計期間中の
　変動額

        

　第１四半期連結純利益 ― ― ― 253,754 253,754 ― 253,754 253,754

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

― ― ― 253,754 253,754 ― 253,754 253,754

平成20年５月31日残高（千円） 1,160,681 1,219,751 370 1,058,990 1,059,360 △118,821 3,320,970 3,320,970

　（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19年３月１日　至　平成20年２月29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
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

事業年度中の変動額         

新株の発行 50 ― ― ― ― ― 50 50

当期純利益 ― ― ― 232,172 232,172 ― 232,172 232,172

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △88,420 △88,420 △88,420

事業年度中の変動額合計
（千円）

50 ― ― 232,172 232,172 △88,420 143,801 143,801

平成20年２月29日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 370 805,236 805,606 △118,821 3,067,216 3,067,216

　（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１四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１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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
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　　　２～15年

(1）有形固定資産

同左

 ―  ―  (会計方針の変更)
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当期純利益に
与える影響は軽微であります。

 ―  (追加情報)
　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
定資産については、改正前の法人
税法に基づく減価償却の方法の適
用により取得価額の５%に到達した
事業年度の翌事業年度より、取得
価額の５％相当額と備忘価額との
差額を５年間にわたり均等償却し
減価償却費に含めて計上すること
にしております。
　これによる損益への影響は軽微
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１四半期財務
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１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

(損益計算書）

　当第１四半期より、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。

 ―

表示方法の変更

前第１四半期会計期間末
(平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

（貸借対照表）

　固定負債の「長期未払金」は重要性が乏しいため、当第１四半期よ

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１四半期の「長期未払金」の金額は、11,346千円であり

ます。

 

　―

 （貸借対照表）

　投資その他の資産の「関係会社株式」は、前第１四半期会計期間末

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１四半期会計期間末の「その他」に含まれている「関係

会社株式」は107,319千円であります。　　　　　　　　　　　　　　

　

　流動負債の「未払法人税等」は、前第１四半期会計期間末は「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１四半期会計期間末の「その他」に含まれている「未払

法人税等」は57,833千円であります。
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注記事項

（第１四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29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 31,041千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品)
182 

敷金保証金 41,628 

計 628,349千円

建物 29,344千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
139 

敷金保証金 41,628 

計 626,609千円

建物 29,737千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
149 

敷金保証金 41,628 

計 627,012千円

（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
114,985千円

長期借入金 502,947

計 617,932千円

１年内返済予定

長期借入金
47,543千円

長期借入金 417,649

計 465,192千円

１年内返済予定

長期借入金
56,566千円

長期借入金 427,480

計 484,047千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

716,164千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

943,357千円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。

※２　有形固定資産減価償却累計額

914,764千円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。

　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 87,087千円

 社債 250,000 

 長期借入金 25,000 

 　計 362,087千円

　３　保証債務

　下記の関係会社について、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。

㈱エムアイフード

　システム
294,348千円

㈱デイ・マックス 400,000 

 　計 694,348千円

　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、334,137千円の債務保証

を行っております。

※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１四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
(自　平成19年３月１日

 　至　平成20年２月29日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 14,238千円

受取利息 6,318千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 14,928千円

受取利息 5,760千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 58,365千円

受取利息 26,256千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　 　7,399千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　　5,424千円　

　　　　　　　　　　　　

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　 　　 26,602千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 63,192千円

無形固定資産 532千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 56,832千円

無形固定資産 1,101千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 287,428千円

無形固定資産 2,989千円

※４

　―

※４　特別利益のうち主要なもの

損害賠償金 350,000千円

　   

※４　特別利益のうち主要なもの

損害賠償金 190,000千円

　   

※５

　―

※５　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 5,669千円

　   

※５　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 52,448千円

解約違約金 62,013千円

減損損失 65,580千円
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（第１四半期会計期間株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31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１四半期会計期間末

普通株式（株） 251 573 　― 824

(注)　普通株式の自己株式の増加数573株は、すべて市場からの買取によるものです。

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31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１四半期会計期間末

普通株式（株） 1,337 ― 　― 1,337

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 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。
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間末
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度末
（自　平成19年３月１日 
  至　平成20年２月29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１四半期会計期

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、減損損失累計額相当額及

び第１四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、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）

第１四
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）

213,946 74,376 139,569

その他
（機械及び
装置）

84,903 35,198 49,704

無形固定資
産

7,654 2,748 4,905

合計 306,503 112,324 194,179

 

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１四
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）

214,724 102,130 891 111,702

その他 
（機械
及び装
置）

60,942 44,019 ― 16,923

無形固
定資産

8,927 4,462 ― 4,464

合計 284,594 150,612 891 133,091

 

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)

その他
（工具
器具及
び備
品）

217,842 92,797 2,766 122,278

その他 
（機械
及び装
置）

60,942 40,980 ― 19,962

無形固
定資産

8,927 4,016 ― 4,911

合計 287,713 137,795 2,766 147,151

(2）未経過リース料第１四半期会計期間末

残高相当額

(2）未経過リース料第１四半期会計期間末残

高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 59,342千円

１年超 140,033千円

合計 199,376千円

１年内 52,474千円

１年超 86,438千円

合計 138,913千円

　　リース資産減損勘定の残高　　　891千円

１年内 54,831千円

１年超 100,220千円

合計 155,052千円

　　リース資産減損勘定の残高　　2,766千円

(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、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、支払利息及び

減損損失

支払リース料 16,771千円

減価償却費相当額 15,316千円

支払利息相当額 1,742千円

支払リース料 15,559千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,875千円

減価償却費相当額 14,220千円

支払利息相当額 1,187千円

支払リース料 65,995千円

減価償却費相当額 60,383千円

支払利息相当額 6,375千円

減損損失 2,766千円

(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）

　リース資産に配分された減損損失は、891千

円であります。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失は、2,766

千円であります。
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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１四半期会計期間末(平成19年５月31日)

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 当第１四半期会計期間末(平成20年５月31日)

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 前事業年度末(平成20年２月29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１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
  至  平成20年２月29日）  　

１株当たり純資産額 34,397.43円

１株当たり第１四半期純利益金

額
932.02円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
833.16円

１株当たり純資産額 38,953.38円

１株当たり第１四半期純利益金

額
2,976.42円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
2,662.92円

１株当たり純資産額 35,976.97円

１株当たり当期純利益金額 2,715.45円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,430.51円

　（注）　　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）　

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益（千円） 80,198 253,754 232,172

普通株主に帰属しない金額（千円） ―　 ―　 　―

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円）
80,198 253,754 232,172

期中平均株式数（株） 86,048 85,255 85,501

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ―　 ―　 　―

普通株式増加数（株） 10,210 10,036 10,024

（うち新株予約権） (10,210) (10,036) (10,024)

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１四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

第４回ストックオプション

（新株予約権の数551個）

第４回ストックオプション

（普通株式　468個）

第４回ストックオプション

（普通株式　474株）
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間 
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

(参考）前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 （株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイの株式取得並びに子会社化）

　平成20年３月６日開催の取締役会において株

式会社デイ・マックス及び有限会社エム・ジェ

イの株式（持分）を取得、子会社化することを

決議し、平成20年３月26日、両社の株式を取得

いたしました。

 

(1)取得の目的

　株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイは、当社の「店舗出店ポリシー」に合致

するような店舗を計17店舗運営し、ますます厳

しさを増す外食産業の中、特に材料及び人材等

分野におけるスケールメリットの享受等により、

さらなる利益率上昇を目論むものであります。

 

(2)株式の取得先

　 株式会社ヤマノホールディングス

　　

(3)取得する株式の事業内容、概要

　・株式会社デイ・マックス

　①商号　　　　　：株式会社デイ・マックス

　②所在地　　　　：東京都豊島区西池袋

　　　　　　　　　　一丁目３番５号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：40百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

　⑥事業規模（平成19年３月期）

　　売上高　　　　1,451百万円

　⑦取得価額　　　　490百万円

　　 

　・有限会社エム・ジェイ

　①商号　　　　　：有限会社エム・ジェイ

　②所在地　　　　：東京都杉並区久我山

　　　　　　　　　　四丁目29番37号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：３百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

（平成20年３月期より事業年度を５月末から３

月末に変更）

　⑥事業規模（平成19年５月期）

　　売上高　　　　　 47百万円

　⑦取得価額　　　　 10百万円

　　 

(4)取得する株式の数及び取得後の持分比率

　・株式会社デイ・マックス　

　　　取得株式　　　　　80,000株

　　　取得後持分比率　　　100.0％

　・ 有限会社エム・ジェイ

    　取得株式数　　　　    60株

　　  取得後持分比率    　100.0％

 

(5)取得資金の調達方法

　 自己資金
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前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間 
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

(参考）前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 （賃貸契約の終了に伴う解約金の受取り）

 賃貸人の事情により、賃貸借契約が継続不能

となり、平成20年３月31日に閉店した「八吉秋

葉原ワシントンホテル店」について、平成20年

４月30日に賃貸人との賃貸契約が終了し、合計

350百万円の解約金を受取りました。

これにより、翌事業年度（自　平成20年３月１

日　至　平成21年２月28日）において、特別利

益が350百万円が発生する見込みとなります。
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