
平成20年９月期　第３四半期財務・業績の概況
   平成20年8月15日

上場会社名 株式会社東京一番フーズ 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 ３０６７ ＵＲＬ　www.tokyo-ichiban-foods.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役 （氏名）坂本　大地

問合せ先責任者　（役職名）専務取締役 （氏名）平井　隆 ＴＥＬ　（０３）５３６３－２１３２

（百万円未満切捨て）

１．平成20年９月期第３四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期第３四半期 3,569 5.6 249 △61.7 291 △57.3 155 △60.0

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

19年９月期 3,912 24.5 370 19.1 401 23.2 254 66.1

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９月期第３四半期 1,861 01 1,792 14

19年９月期第３四半期 24,130 34 23,379 63

19年９月期 3,138 93 3,037 70

（注）当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。
　　

(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９月期第３四半期 2,451 1,694 69.1 20,334 58

19年９月期第３四半期 2,992 1,694 56.6 101,121 65

19年９月期 3,231 1,548 47.9 18,539 23

(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９月期第３四半期 386 △556 △265 477

19年９月期第３四半期 826 △601 618 1,276

19年９月期 609 △670 540 913

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９月期 － － － － － － － － － －

20年９月期（実績） － － － － － －   
－ －

20年９月期（予想）       － －

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,139 5.8 1 △99.7 36 △91.0 12 △95.3 138 63
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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10月１日　～　平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期第３四半期 3,569 6.3 241 △62.1 281 △57.6 148 △60.5

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

19年９月期 3,888 25.1 356 17.2 383 21.0 242 58.3

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年９月期第３四半期 1,778 69

19年９月期第３四半期 23,375 79

19年９月期 2,990 13

（注）当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。
 

(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９月期第３四半期 2,432 1,674 68.9 20,096 00

19年９月期第３四半期 2,974 1,681 56.5 100,341 94

19年９月期 3,215 1,535 47.8 18,383 39

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３・４ページ【定性的情報・財務諸

表等】「１．連結経営成績に関する定性的情報」以下をご覧ください。

　なお、当社グループにおいては通常の営業の形態として、上半期におけるふぐ料理の需要が大きいため、その結

果、上半期と下半期の業績に著しい季節的変動があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第３四半期連結会計期間におけるわが国においては、原油・原材料価格の高騰などのネガティブな要因が重なり、

景気の先行きにはますます不透明感が強まっております。外食産業におきましても、原材料価格の上昇およびそれに関

連した個人消費の冷え込みによる収益への影響が顕著に現われ、また「食の安全性」に対する意識の高まりにより、価

格の安い外国産食材に対しては厳しいチェックが求められるなど、各社とも対応に追われている状況であります。

　ここ数年、安価な中国産養殖とらふぐが我が国国内へ大量に出回ったことにより、国産養殖とらふぐの仕入価格相場

は下落傾向にあり、いわゆる「安値安定」の状態にありました。ところが、昨年後半より「国産養殖とらふぐ」の相場

が上昇傾向に転じ、この傾向は利益圧迫の要素としてある程度、予測には織り込んでいたものの、食品偽装・薬物混入

事件等の予期せぬ事態により、中国産輸入食材の評価が急落。需要が国産にスライドした結果、その影響を受けて国産

養殖とらふぐの価格相場が予想をはるかに超えて高騰しております。

　当社グループにおきましては、従来より国産高級(養殖)とらふぐの使用に「こだわり」を持っており、安価で容易に

利益を生むとは言えども、中国産養殖とらふぐは決して使用いたしておりません。昨今のように「安全・安心」な食品

に対する注目度が高まることは当社グループにとって追い風とは言え、原材料費の上昇は収益圧迫要因となるなど厳し

い状況であると言えます。

　具体的には、当第３四半期連結会計期間の国産養殖とらふぐの相場は前年同時期に比べ、約２倍にまで跳ね上がって

おり（平成20年７月現在：当社調べ）、また飲料・野菜・米など、その他食材の相次ぐ値上げを受け、原価率は前年同

期比で4.7％増の32.3％となりました。このとらふぐ相場の上昇傾向は今後も続くものと予想されており、当社グループ

といたしましては、それに対抗する施策に迫られております。

＜当社グループ事業の業績の状況＞

　上記に述べました事業展開の結果、平成20年９月期第３四半期連結会計期間における売上高は35億69百万円（前年同

期比5.6％増）となりました。前年同期に比べ増加したとは言え、新規出店数に見合った規模とは言えない状況でありま

す。この売上伸び悩みの要因は個人消費の冷え込み等により外部環境が急速に悪化したことに加え、店舗スタッフの人

材確保が予定どおり進展しなかったため、新規出店に対する店舗運営能力が対応しきれず、その結果、集客力が低下し

たことによるものであります。損益面では、上述したとおり「国産養殖とらふぐ」価格相場が高騰したことを受け、ま

た新規出店にかかる販管費増加等の影響により、営業利益は２億49百万円（前年同期比38.3％減）、経常利益は２億91

百万円（同42.7％減）、四半期純利益は１億55百万円（同40.0％減）と誠に不本意な結果となりました。

　当社グループの属する外食産業界は、現在の厳しい経済環境下での経営を余儀なくされております。当社グループに

おきましても当連結会計年度につきましては従来の急速な店舗展開を手控え、既存店舗の充実に努めるべく注力してま

いります。具体的には既存の店舗ネットワークを用いた地域密着による情報発信に努め、元来の目標である「首都圏に

おけるふぐ食文化の浸透」を引き続き推進し、ブランド力の更なる認知・向上を図ってまいります。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は24億51百万円（前年同期比18.1％減）、負債合計は７億56百万円（同

41.7％減）、また純資産合計は16億94百万円（同0.0％増）となりました。また当第３四半期連結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。）について、前年同期においては株式の発行による収入により資金残高が大

幅に増加いたしておりましたが、当第３四半期連結会計期間においては、そのエクイティファイナンスの主目的である

新規出店に伴う有形固定資産の取得、また長期借入金の返済による支出等により減少し、資金残高は５億62百万円（同

57.8％減）となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は３億86百万円（前年同期比53.3％減）となりました。これは主に税金等調整前当期純

利益２億84百万円、減価償却費２億78百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は５億56百万円（前年同期比7.5％減）となりました。これは主に新店出店に伴う有形固

定資産の取得による支出５億43百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は２億65百万円（前年同期比151.7％減）となりました。これは長期借入の返済による支

出２億32百万円、社債の償還による支出23百万円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　国産養殖とらふぐ高騰の余波はこの先当分は残るものと予想され、また不動産相場もやや下落傾向にあるとは言え、

市場に反映されるのはもう少々先のことになると予想されます。従いまして、それらの外部環境の影響を十分考慮し、

新規出店は今期に限り、よほどの好条件でなければ基本的に手控える予定にしております。また不採算店の撤退及び減

損処理も視野に入れ検討してまいります。その反面、店舗運営能力のレベルアップとして人材を集中投入し、その他に

も教育研修制度を一層整備することにより、人材スキルの底上げを図るなど、内部オペレーションの充実に努めてまい

ります。また社内基幹システムの開発にも着手しており、仕入管理・勤怠管理システムの稼働による、更なる経費効率

アップを見込んでおります。

　今後「安全・安心」な食材提供を更に確かなものにするため、とらふぐの「トレーサビリティシステム」が稼働を開

始、更に他の食材にもシステム拡張を計画しております。また積極的な食の情報発信のため、産地自治体・生産者と共

同した「とらふぐ亭フォーラム」の定期的開催など、当社グループのブランド力向上にも徹底して注力してまいります。

今後、国産養殖とらふぐの相場上昇に対しては、産地との直接交渉を一層高密度に行い、年間契約の締結などを通じて

安定調達を図ってまいります。また将来的には、物流センター設置も視野に入れた積極的な設備投資により、ふぐ以外

の食材についても仕入価格安定を図っていく所存です。

　以上の状況から、当初の業績予想を修正させていただいており、平成20年９月期通期におきましては、売上高41億39

百万円、営業利益１百万円、経常利益36百万円、当期純利益12百万円を見込んでおります。

　なお繰り返しとなりますが、当社グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業の形態として、上半期における

ふぐ料理の需要が大きいため、上半期の売上高（又は営業費用）と下半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい相

違があり、業績に季節的変動があります。

 

  （注）上記の連結業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリス

クや不確実性が含まれております。その為、様々の要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性がある

事を御承知おきください。
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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19年６月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,334,503   562,551   984,104  

２．売掛金   34,414   31,045   42,618  

３．たな卸資産  12,691  15,268   11,491  

４．その他   89,738   129,268   177,976  

　流動資産合計   1,471,347 49.2  738,133 30.1  1,216,192 37.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１,２          

(1）建物及び構築物  750,722   952,076   1,184,768   

(2）土地  －   143,982   143,982   

(3）その他  278,570 1,029,293  123,392 1,219,450  168,364 1,497,115  

２．無形固定資産           

  (1)ソフトウェア  5,665 5,665  4,561 4,561  5,208 5,208  

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金  341,522   396,511   396,700   

(2）その他  157,058   93,936   115,862   

貸倒引当金  △12,750 485,831  △1,127 489,320  － 512,563  

固定資産合計   1,520,790 50.8  1,713,332 69.9  2,014,887 62.4

資産合計   2,992,138 100.0  2,451,465 100.0  3,231,079 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   56,886   67,521   76,218  

２．短期借入金   200,000   －   －  

３．一年以内に返済予定の長
期借入金

  217,962   207,962   217,962  

４．一年以内に償還予定の社
債

  34,000   16,000   26,000  

５．未払法人税等   256,544   25,320   136,083  

６．賞与引当金   11,080   8,300   11,154  

７．その他  ※４  164,793   136,061   678,138  

流動負債合計   941,267 31.5  461,167 18.8  1,145,557 35.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債   112,000   96,000   109,500  

２．長期借入金 ※２,３  240,808   163,679   386,318  

３．負ののれん   3,640   27,653   32,996  

４．その他   330   8,158   7,830  

固定負債合計   356,779 11.9  295,491 12.1  536,644 16.6

負債合計   1,298,047 43.4  756,659 30.9  1,682,201 52.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   465,350 15.5  465,350 19.0  465,350 14.4

２．資本剰余金   367,350 12.3  367,350 15.0  367,350 11.4

３．利益剰余金   861,390 28.8  883,709 36.0  728,504 22.5

４．自己株式   － －  △21,603 △0.9  △12,326 △0.4

株主資本合計   1,694,090 56.6  1,694,806 69.1  1,548,878 47.9

純資産合計   1,694,090 56.6  1,694,806 69.1  1,548,878 47.9

負債純資産合計   2,992,138 100.0  2,451,465 100.0  3,231,079 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,380,613 100.0  3,569,490 100.0  3,912,194 100.0

Ⅱ　売上原価   932,157 27.6  1,152,784 32.3  1,113,382 28.5

売上総利益   2,448,455 72.4  2,416,705 67.7  2,798,812 71.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

  １．広告宣伝費  35,626   53,294   59,006   

  ２．販売促進費  20,315   15,861   25,604   

  ３．給料手当  304,387   415,527   429,475   

  ４．雑給  321,128   342,835   369,405   

  ５．賞与引当金繰入額  11,280   8,475   11,316   

  ６．地代家賃  314,044   378,298   423,945   

  ７．減価償却費  209,837   278,917   297,350   

  ８．その他  579,656 1,796,278 53.1 674,019 2,167,230 60.7 812,016 2,428,122 62.0

営業利益   652,177 19.3  249,474 7.0  370,689 9.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  333   1,454   2,100   

２．受取配当金  4   4   4   

３．取引先協賛金  36,095   40,238   38,285   

４．経営指導料  3,676   －   3,827   

５．負ののれん償却額  2,036   5,342   3,573   

６．その他  11,746 53,891 1.6 7,311 54,350 1.5 12,786 60,577 1.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11,646   10,141   15,619   

２．株式交付費  8,515   －   8,934   

３．支払手数料  －   120   3,620   

４．その他  3,427 23,589 0.7 2,165 12,427 0.3 1,855 30,029 0.8

経常利益   682,480 20.2  291,397 8.2  401,237 10.3

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  －   －   10,500   

２．保険返戻金差益  －   －   30,092   

３．投資有価証券売却益  141 141 0.0 248 248 0.0 141 40,734 1.0

Ⅶ　特別損失           

１．減損損失 ※１ －   6,415   －   

２．固定資産除却損  ※２ 14   －   1,970   

３．貸倒引当金繰入額  － 14 0.0 1,127 7,542 0.2 － 1,970 0.1

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益

  682,607 20.2  284,103 8.0  440,002 11.2

法人税、住民税及び
事業税

 303,552   120,139   182,753   

法人税等調整額  △8,719 294,832 8.7 8,758 128,897 3.6 2,360 185,114 4.7

第３四半期（当期）
純利益

  387,774 11.5  155,205 4.4  254,887 6.5
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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10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

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

第３四半期連結会計期間中の変
動額

新株の発行 310,155 310,155 － 620,310 620,310

第３四半期純利益 － － 387,774 387,774 387,774

第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

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

平成19年６月30日　残高
（千円）

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

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金  自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 728,504 △12,326 1,548,878 1,548,878

第３四半期連結会計期間中の変
動額

自己株式の取得 － － － △9,277 △9,277 △9,277

第３四半期純利益 － － 155,205 － 155,205 155,205

第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

－ － 155,205 △9,277 145,928 145,928

平成20年６月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 883,709 △21,603 1,694,806 1,694,806

 前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）  

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 310,155 310,155 － － 620,310 620,310

自己株式の取得 － － － △12,326 △12,326 △12,326

当期純利益 － － 254,887 － 254,887 254,887

連結会計年度中の変動額合計（千
円）

310,155 310,155 254,887 △12,326 862,871 862,871

平成19年９月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 728,504 △12,326 1,548,878 1,548,878
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ

シュ・フロー
    

税金等調整前第３四半

期（当期）純利益
 682,607 284,103 440,002

減価償却費  209,837 278,917 297,350

減損損失　  － 6,415 －

負ののれん償却額  △2,036 △5,342 △3,573

貸倒引当金の増加額

（△減少額）
 － 1,127 △12,750

賞与引当金の増加額

（△減少額）
 △1,015 △2,853 △941

受取利息及び受取配当

金
 △337 △1,458 △2,104

支払利息  11,646 10,141 15,619

株式交付費  8,515 － 8,934

投資有価証券売却益  △141 △248 △141

固定資産除却損  14 － 1,970

売上債権の減少額

(△増加額)
 8,026 11,573 △177

たな卸資産の減少額 

(△増加額）
 △2,730 △3,777 △1,530

仕入債務の増加額

(△減少額)
 △21,351 △8,696 △2,020

その他  110,567 60,071 44,840

小計  1,003,601 629,972 785,477

利息及び配当金の受取

額
 337 1,458 2,104

利息の支払額  △11,856 △10,231 △15,702

法人税等の支払額  △165,309 △234,988 △162,168

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 826,773 386,210 609,709
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ

シュ・フロー
    

定期預金の預入による

支出
 △13,500 △12,700 △18,119

定期預金の払戻による

収入
 － 9,800 －

有形固定資産の取得に

よる支出
 △544,138 △543,370 △548,102

無形固定資産の取得に

よる支出
 △1,599 △761 △1,599

投資有価証券の取得に

よる支出 
 △199,871 △303,226 △199,871

投資有価証券の売却に

よる収入  
 200,012 303,474 200,012

敷金保証金の取得によ

る支出
 △30,666 △1,329 △75,698

長期前払費用の取得に

よる支出
 △11,659 △7,428 △27,079

その他  △285 △1,255 △187

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △601,708 △556,798 △670,645

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー
    

短期借入金の純増加額

（△純減少額)
 200,000 － －

長期借入れによる収入  － － 200,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △172,044 △232,638 △226,535

社債の償還による支出  △21,500 △23,500 △32,000

株式の発行による収入  611,794 － 611,794

自己株式の取得による

支出 
 － △9,277 △12,326

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 618,249 △265,416 540,932

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加

額
 843,314 △436,003 479,997

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首

残高
 433,167 913,164 433,167

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３

四半期末（期末）残高
 ※ 1,276,482 477,160 913,164
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事

項

 (1) 連結子会社の数　１社

 　　　連結子会社名

　　　　（有）新宿活魚

 

 (1) 連結子会社の数　１社

 　　　連結子会社名

　　　　　　 同　左

 

 (1) 連結子会社の数　１社

　　　 連結子会社名

　　　　　　 同　左

 

２．連結子会社の四半期決

算日（決算日）等に関

する事項

　 ㈲新宿活魚の第３四半期決算日は、

第３四半期連結決算日と一致しており

ます。

 

　　　　　　 同　左

 

  ㈲新宿活魚の決算日は連結決算日

と一致しております。

 

 

３．会計処理基準に関する

事項

 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

  ①　有価証券　

　 　その他有価証券 　

時価の無いもの

 　　　　移動平均法による原価法

 ①　有価証券　

　 　その他有価証券 　　

　　　　　　 同　左

     

 ①　有価証券　

　 　その他有価証券

　　　　　　 同　左

 

 ②　たな卸資産

 　　　原材料

 　　　　総平均法による原価法

 

②　たな卸資産

 　　　原材料

 　　　　　　同　左

 

　②　たな卸資産

 　　　原材料

　　　　　　 同　左

 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①  有形固定資産

 　　　建物（附属設備を除く)

定額法

　　　 その他の有形固定資産

定率法

 　　　主な耐用年数

　　　　　 建物　　　　４～33年

　　　　　 車両運搬具　２～５年

　　　　　 工具、器具及び備品

　　　　　　　　　　　 ３～８年

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①　有形固定資産

　　　　　　 同　左

 

 　

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①　有形固定資産

　　　　　　 同　左

 

 

 　②　無形固定資産

 　　　自社利用のソフトウェア

 　　　　社内における利用可能期

         間(５年) に基づく定額法

 

　②　無形固定資産

　　　　 　　同　左

 

 

　②　無形固定資産

　　　　 　　同　左

 

 

 　③　長期前払費用

　　　　　　均等償却

 

 

　③　長期前払費用

　　　　 　　同　左

 

 

　③　長期前払費用

　　　　 　　同　左

 

 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

　　　株式交付費

　     支出時に全額費用として処

     理しております。 

 

 (3) ─────────────

　　

　

 

（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。 

 

  (4）重要な引当金の計上基準

 　　① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 　　② 賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備え

るため賞与支給見込額の当第３

四半期連結会計期間負担額を計

上しております。 

 (4）重要な引当金の計上基準

 　　① 貸倒引当金

　　　　　　同　左

 

 

 

 

  

 　　② 賞与引当金 

　　　　　　同　左

 (4）重要な引当金の計上基準

 　　① 貸倒引当金

　　 　　　　同　左

 

 

 

 

 

 　　② 賞与引当金 

　従業員の賞与金の支払に備

えるため賞与支給見込額の当

連結会計年度負担額を計上し

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(5）重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

 

(5）重要なリース取引の処理方法

　　　　　同　左

 

 

(5）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　 同　左

 

 

 (6）重要なヘッジ会計の方法

 　① ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

 　② ヘッジ手段とヘッジ対象

　    ヘッジ手段：金利スワップ

　    ヘッジ対象：借入金の利息

 　③ ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規程及び取引限度額等を定めた内

部規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して金

利の変動による影響を相殺または

一定の範囲に限定する効果が見込

まれるため、ヘッジの有効性の評

価は省略しております。

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法

　　　　　　 同　左

 

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　 同　左

 

　 ③ ヘッジ方針

　　　　　　 同　左

 

 

  

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法

 　　　　　　同　左

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

 　① ヘッジ会計の方法

　　　　　　 同　左

 

 　② ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　 同　左

 

 　③ ヘッジ方針

　　　　　　 同　左

 

 

 

 　④ ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　 同　左

 (7）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

 　消費税及び地方消費税の会計処

 理は税抜方式によっております。

 

(7）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

　　　　　　 同　左

 

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

　　　　　　 同　左

 

４．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における

資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限及び満期の到来する短期投

資からなっております。

 

　　　　　　 同　左

 

 

　　　　　　 同　左

 

 

㈱東京一番フーズ(3067)　平成 20 年９月期　第３四半期財務・業績の概況　

－ 12 －



表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年６月30日）

（第３四半期連結貸借対照表）

　前第３四半期連結会計期間年度において、

「連結調整勘定」として掲記されていたもの

は、当第３四半期連結会計期間から「負のの

れん」として表示しております。

（第３四半期連結貸借対照表）

　「土地」は前第３四半期連結会計期間まで

　有形固定資産の「その他」に含めて表示し

　ておりましたが、当第３四半期連結会計期

　間末において、資産の総額の100分の５を

　超えたため、区分掲記いたしました。な

　お、前第３四半期連結会計期間末の有形固

　定資産の「その他」に含まれる「土地」の

　金額は143,982千円であります。

（第３四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結会計期間において、「連

結調整勘定償却」として掲記されていたもの

は、当第３四半期連結会計期間から「負のの

れん償却額」として表示しております。

─────────────

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算

書）

　前連結第３四半期連結会計期間において、

「連結調整勘定償却」として掲記されていた

ものは、当第３四半期連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示しております。

─────────────
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

708,766千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,073,329千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

795,822千円

 ※２ 担保資産及び担保付債務  ※２ 担保資産及び担保付債務  ※２ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  41,675千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  189,748千円 

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  40,113千円 

 土　　地  84,102千円 

 　　計  154,216千円 

 定期預金 30,000千円 

 建　　物 41,270千円 

 土　　地 84,102千円 

 　　計 155,373千円 

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金  131,483千円 

 　　計 131,483千円 

長期借入金  87,517千円 

 　　計 87,517千円 

 長期借入金　　 95,014千円

     計 95,014千円

 ※３ コミットメントライン契約

　当社は出店にかかる資金調達の機動性と安定

性を図るため、取引銀行２行とコミットメント

ライン契約を締結しております。当第１四半期

連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

 　　コミットメントライン

 　　　 ─────────────

 

 　　

 　　　 ─────────────

 

 　

契約の総額  300,000千円 

借入実行残高  200,000千円 

 　　差引額  100,000千円 

 ※４ 消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう

え、金額的重要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

 

 ※４ 消費税等の取扱い

　　　　　　　　同　　左

 

  ※４ 消費税等の取扱い

      　─────────────
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（四半期連結損益計算書関係）

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　　─────────────

 

※１　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、店舗

等を基本単位とした資産のグルーピン

グを行っております。

　このうち、以下の資産グループ（営

業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなった店舗）について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額の合計6,415千円を減損損失として

特別損失に計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

下北沢店
（東京都世
田谷区）

店舗

建物  5,126

工具、器
具及び備
品

 493

長期前払
費用

 291

リース資
産

505

 合計  6,415

※１　　─────────────

 

 

 

 

　下北沢店の回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを11.6％で割り引いて算

定しております。 

 

 

 

 

 

 ※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

車両運搬具 14千円

 計 14千円

 ２   ─────────────  ※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

建物  1,951千円

工具、器具及び備品等 4千円

車両運搬具  14千円

 計  1,970千円

 ３  当社グループの売上高（又は営業費用）

は、通常の営業の形態として、上半期（第

１,第２四半期）におけるふぐ料理の需要が

大きいため、上半期の売上高（又は営業費

用）と下半期の売上高（又は営業費用）と

の間に著しい相違があり、業績に季節的変

動があります。

 ３　　　　　　同　　左  ３    　─────────────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

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

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末　
株式数
（株）

当第３四半期連結　
会計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結　
会計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結　
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 14,453 2,300 － 16,753

合計 14,453 2,300 － 16,753

　　　(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,300株は、平成18年12月21日の新株式発行によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 　　　該当事項はありません。

(2)基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後

となるもの

 　　　該当事項はありません。

 

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当第３四半期連結　
会計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結　
会計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結
　会計期間末株式

数
（株）

発行済株式

　普通株式

 

83,765

 

－

 

－

 

83,765

自己株式

　普通株式（注）

 

219

 

200

 

－

 

419

（注）自己株式の増加200株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 　　　該当事項はありません。

(2)基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後

となるもの

 　　　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末　
株式数
（株）

当連結会計年度　　
増加株式数
（株）

当連結会計年度　　
減少株式数
（株）

当連結会計年度末　
株式数
（株）

発行済株式     

 普通株式（注）１ 14,453 69,312 － 83,765

自己株式     

 普通株式（注）２ － 219 － 219

　　　(注)１．発行済株式の増加69,312株は新株発行による増加2,300株、株式分割による増加67,012株であります。

　　　(注)２．自己株式の増加219株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 　　　該当事項はありません。

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 　　　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係(平成19年６月30日現

在)

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係(平成20年６月30日現

在)

  ※　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係(平成19年９月30日現在)

   

 現金及び預金勘定 1,334,503千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金  △58,020千円

 現金及び現金同等物 1,276,482千円 

 現金及び預金勘定 562,551千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金  △85,390千円

 現金及び現金同等物 477,160千円 

 現金及び預金勘定 984,104千円 

 預入期間が３ヶ月を  

 　　　超える定期預金 △70,940千円

 現金及び現金同等物    913,164千円
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

(千円)

減損損失

累計額相

当額

(千円)

第３四半

期末残高

相当額

(千円)

工具、器

具及び備

品

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

合　計 155,132 93,722 6,092 55,317

 
取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額相

当額

(千円)

減損損失

累計額相

当額

(千円)

第３四半

期末残高

相当額

(千円)

工具、器

具及び備

品

98,802 64,638 505 33,659

合　計 98,802 64,638 505 33,659

 
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

133,784 80,736 - 53,048

合　計 133,784 80,736 - 53,048

(2）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 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,394千円

１年超 36,311千円

合計 63,706千円

１年内 20,921千円

１年超 15,389千円

合計 36,311千円

リース資産減損

勘定の残高
452千円

１年内 24,725千円

１年超 30,597千円

合計 55,323千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 36,006千円

リース資産減損勘定

の取崩額

2,436千円

減価償却費相当額 32,600千円

支払利息相当額 3,516千円

支払リース料 21,126千円

リース資産減損勘定

の取崩額

52千円

減価償却費相当額 18,883千円

支払利息相当額 2,114千円

減損損失 505千円

支払リース料 42,856千円

リース資産減損勘定

の取崩額

2,436千円

減価償却費相当額 37,448千円

支払利息相当額 4,421千円

(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

㈱東京一番フーズ(3067)　平成 20 年９月期　第３四半期財務・業績の概況　

－ 19 －



（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間　（平成19年６月30日現在）

該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間　（平成20年６月30日現在）

当第３四半期連結会計期間中に売却したその他有価証券（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

303,474 248 －

前連結会計年度　（平成19年９月30日現在）　

当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

200,012 141 －

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（平成19年６月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

 

当第３四半期連結会計期間（平成20年６月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成19年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

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

１．ストック・オプションに係る前第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．前第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日　至 平成20年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日　至 平成19年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社及び当社子会社の取締役２名、当社

及び当社子会社従業員９名
当社取締役１名、当社従業員73名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　2,325株 普通株式　　1,875株

付与日 平成17年10月４日 平成18年３月24日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会

社・関連会社の取締役及び監査役または

従業員たる地位にあることを要する。た

だし、対象者である取締役または監査役

が任期満了により退任した場合及び対象

者である従業員が定年退職した場合なら

びにその他取締役会が正当な理由がある

と認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会

社・関連会社の取締役及び監査役または

従業員たる地位にあることを要する。た

だし、対象者である取締役または監査役

が任期満了により退任した場合及び対象

者である従業員が定年退職した場合なら

びにその他取締役会が正当な理由がある

と認めた場合にはこの限りではない。

対象勤務期間 平成17年10月４日～平成19年10月４日 平成18年３月24日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成19年10月５日～平成27年９月30日 平成20年４月１日～平成28年３月11日

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株式数に換算して表示し

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

　当連結会計年度（平成19年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利確定前 (株)   

前連結会計年度末  2,325 1,790

付与  － －

失効  － 295

権利確定  －　 －

未確定残  2,325 1,495

　（注）１．権利確定後のものはありません。

２．平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株数に換算して表示

しております。

②単価情報

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利行使価格（注） (円) 4,800 6,000

行使時平均株価 (円) － －

公正な評価単価 (付与日) (円) － －

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、権利行使価格は分割後の価格を

表示しております。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。　

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日　至 平成20年６月30日）　

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。　

　

前連結会計年度（自 平成18年10月１日　至 平成19年９月30日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

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

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日　至 平成20年６月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

前連結会計年度（自 平成18年10月１日　至 平成19年９月30日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

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

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日　至 平成20年６月30日）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

　

前連結会計年度（自 平成18年10月１日　至 平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 101,121円65銭

１株当たり四半期純利

益金額
24,130円34銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
23,379円63銭

 

１株当たり純資産額 20,334円58銭

１株当たり四半期純利

益金額
1,861円01銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
1,792円14銭

　なお、当社は平成19年６月30日現在

の株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前連結会計年度期首

に行われたと仮定した場合の前第３四

半期連結会計期間における１株当たり

情報は以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 20,224円33銭

１株当たり四半期純利

益金額
4,826円07銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
4,675円93銭

１株当たり純資産額 18,539円23銭

１株当たり当期純利益

金額
3,138円93銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
3,037円70銭

　なお、当社は平成19年６月30日現在

の株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前連結会計年度期首

に行われたと仮定した場合の前連結会

計年度における１株当たり情報は以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額 9,492円93銭

１株当たり当期純利益

金額
2,166円51銭

　なお、前連結会計年度において、潜

在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株予約権の残高はあ

りましたが、当社株式は非上場であっ

たため、期中平均株価が把握できませ

んでしたので記載しておりません。

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

　　　　の基礎は、以下のとおりであります。

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

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益金

額
   

第３四半期（当期）純利益

（千円）
387,774 155,205 254,887

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）
387,774 155,205 254,887

期中平均株式数（株） 16,070 83,398 81,202

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 516 3,205 2,706

（うち新株予約権） (516) (3,205) (2,706)
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１.株式分割の件

 当社は平成19年５月10日開催の取締役

会の決議に基づき、平成19年７月１日

をもって普通株式１株につき５株に分

割いたしました。

　(1)分割により増加する株式数

　　　　　　普通株式　67,012株

　(2)分割方法

　　平成19年６月30日最終の株主名簿

　　及び実質株主名簿に記載された株

　　主の所有株式数を、１株につき５

　　株の割合をもって分割します。

 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前第３四半期連結会計

期間及び前連結会計年度における１株

当たり情報並びに当期首に行われたと

仮定した場合の当第３四半期連結会計

期間における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

 

前第３四半期

連結会計期間

当第３四半期

連結会計期間

前連結会計

年度

１株当たり

純資産

11,830円28銭

１株当たり

純資産

20,224円33銭

１株当たり

純資産

 9,492円93銭

１株当たり

 四半期純利益

  4,582円26銭

１株当たり

 四半期純利益

  4,826円07銭

１株当たり

 純利益

 2,166円51銭

潜在株式調整

後１株当たり

四半期純利益

   - 円 - 銭

潜在株式調整

後１株当たり

四半期純利益

 4,675円93銭

潜在株式調整

後１株当たり

純利益

   - 円 - 銭

 なお、前連結会計年度以前の潜在株式調整

後1株当たり当期純利益金額については、新

株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であったため、期中平均株価が把握でき

ませんので、記載しておりません。

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ２.自己株式取得の件

　当社は平成19年11月28日開催の取締

役会において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取

得することを決議いたしました。

(1) 理　由  経営環境の変化に対応し

　　　　　　た機動的な資本政策遂行

　　　　　　を可能にするため。 

(2) 取得する株式の種類

            当社普通株式 

(3) 取得する株式の総数

            2,000株（上限） 

(4) 株式の取得価額の総額

              100百万円(上限) 

(5) 取得する期間

         平成19年11月29日から

　　　　 平成19年12月31日まで

(6) 提出日現在の状況

 　　　　　 取得自己株式　60株

　　　　　　　　　 2,877,450円
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ３.ストックオプション発行の件

　当社は平成19年12月26日開催の第

９回定時株主総会において会社法第

236条、第238条及び第239条の規定に

基づき、新株予約権を発行すること

を決議いたしました。

(1)当社の取締役、監査役に対する新株

予約権の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役５名（うち社外取締

役１名）、監査役２名（うち社外

監査役２名）

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　取締役には当社普通株式500株、

監査役には当社普通株式300株、社

外取締役には当社普通株式200株を

１年間の上限とする（新株予約権

１個当たりの目的となる株式数は

当初１株)。

　なお、当社が株式の分割または株

式の併合を行う場合、上記の目的

たる株式数は分割または併合の比

率に応じ、次の算式により調整さ

れるものとする。ただし、かかる

調整は本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使されていない新株

予約権の目的たる株式数について

のみ行われ、調整の結果１株未満

の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。　

調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当

社が合併または会社分割を行う場

合等、上記の目的たる株式数の調

整を必要とする場合には、合併ま

たは会社分割等の条件を勘案のう

え、合理的な範囲内で目的たる株

式数を調整するものとする。ただ

し、前号に定める株式数の調整を

行った場合は、株式数について同

様の調整を行う。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行また

は移転する株式１株当たりの払込金

額は、新株予約権発行日の前日から

遡って20日間（取引が成立しない日

を除く）の東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値の平均値の

金額とし、１円未満の端数は切り上

げる。ただし、新株予約権発行日の

終値を下回らないこととする。

  なお、新株予約権発行後、当社が

株式の分割または併合を行う場合、

上記払込金額は分割または併合の比

率に応じ、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝  

 調整前払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12

月31日までの範囲内で取締役会の定

めるところによる。

新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者は、

権利行使時においても、当社の取締

役または監査役の地位にあることを

要する。ただし、任期満了による退

任その他取締役会の認める正当な理

由のある場合にはこの限りでない。

２．権利行使期間満了前に新株予約権

の割当てを受けた者が死亡した場合

は、法定相続人のうち１名に限り権

利を承継することができる。ただし、

再承継はできない。

３．その他権利行使の条件については、

本総会及び新株予約権発行の取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権

の割当てを受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得につ

いては、取締役会の承認を要する。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  (2)当社の従業員等に対する新株予約権

の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の従業員等

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　当社普通株式2,000株を上限とす

る（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数は１株）。なお、当

社が株式の分割または株式の併合

を行う場合、上記の目的たる株式

数は分割または併合の比率に応じ、

次の算式により調整されるものと

する。ただし、かかる調整は本新

株予約権のうち、当該時点で権利

行使されていない新株予約権の目

的たる株式数についてのみ行われ、

調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるもの

とする。　　

調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当

社が合併または会社分割を行う場

合等、上記の目的たる株式数の調

整を必要とする場合には、合併ま

たは会社分割等の条件を勘案のう

え、合理的な範囲内で目的たる株

式数を調整するものとする。ただ

し、前号に定める株式数の調整を

行った場合は、株式数について同

様の調整を行う。

新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株当たりの払

込金額は、新株予約権発行日の前

日から遡って20日間（取引が成立

しない日を除く）の東京証券取引

所における当社株式普通取引の終

値の平均値の金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。ただし、新

株予約権発行日の終値を下回らな

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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  なお、新株予約権発行後、当社が株

式の分割または併合を行う場合、上

記払込金額は分割または併合の比率

に応じ、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝  

 調整前払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12月

31日までの範囲内で取締役会の定める

ところによる。

新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者は、

権利行使時においても、当社の従業

員の地位にあることを要する。ただ

し、定年により退職した場合は退職

後３ヶ月間に限り行使できるものと

する。

２．新株予約権の割当を受けた者の相

続人による新株予約権の行使は認め

ない。

３．その他権利行使の条件については、

本総会および新株予約権発行の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約

権の割当を受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得につ

いては、取締役会の承認を要する。
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５．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,326,925   545,821   970,615  

２．売掛金   33,013   31,045   42,618  

３．たな卸資産   9,481   13,404   11,142  

４．その他   86,872   128,294   176,927  

　　流動資産合計   1,456,292 49.0  718,566 29.5  1,201,303 37.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※１,２ 747,658   949,415   1,181,816   

(2）土地  －   143,982   143,982   

(3）その他  268,889 1,016,547  116,204 1,209,602  159,892 1,485,690  

２．無形固定資産   5,665   4,561   5,208  

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金  340,177   395,123   395,355   

(2）その他  168,648   105,888   127,587   

貸倒引当金  △12,750 496,076  △1,127 499,884  － 522,943  

固定資産合計   1,518,290 51.0  1,714,048 70.5  2,013,843 62.6

資産合計   2,974,582 100.0  2,432,614 100.0  3,215,147 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   63,932   71,897   83,956  

２．短期借入金   200,000   －   －  

３．一年以内に返済予
定の長期借入金

  217,962   207,962   217,962  

４．一年以内に償還予
定の社債

  34,000   16,000   26,000  

５．未払法人税等   251,266   25,320   131,520  

６．賞与引当金   10,945   8,214   11,046  

７．その他  ※４  162,308   134,286   675,120  

流動負債合計   940,415 31.6  463,682 19.0  1,145,605 35.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債   112,000   96,000   109,500  

２．長期借入金 ※２  240,808   163,679   386,318  

３．その他   330   34,331   37,864  

固定負債合計   353,138 11.9  294,011 12.1  533,682 16.6

負債合計   1,293,554 43.5  757,693 31.1  1,679,288 52.2

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   465,350 15.6  465,350 19.1  465,350 14.5

２．資本剰余金           

　(1)資本準備金  367,350 367,350 12.4 367,350 367,350 15.1 367,350 367,350 11.4

３．利益剰余金           

　(1)その他利益剰余
金

          

 　　繰越利益剰余金  848,328 848,328 28.5 863,824 863,824 35.5 715,485 715,485 22.3

４．自己株式   －   △21,603 △0.8  △12,326 △0.4

株主資本合計   1,681,028 56.5  1,674,920 68.9  1,535,858 47.8

純資産合計   1,681,028 56.5  1,674,920 68.9  1,535,858 47.8

負債純資産合計   2,974,582 100.0  2,432,614 100.0  3,215,147 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,358,083 100.0  3,569,490 100.0  3,888,243 100.0

Ⅱ　売上原価   961,496 28.6  1,207,971 33.8  1,150,130 29.6

売上総利益   2,396,587 71.4  2,361,518 66.2  2,738,113 70.4

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※６  1,760,406 52.5  2,120,118 59.4  2,382,105 61.2

営業利益   636,180 18.9  241,400 6.8  356,007 9.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  51,742 1.6  52,901 1.5  57,726 1.5

Ⅴ　営業外費用  ※２  23,517 0.7  12,356 0.4  29,958 0.8

経常利益   664,405 19.8  281,944 7.9  383,776 9.9

Ⅵ　特別利益 ※３  141 0.0  248 0.0  40,734 1.1

Ⅶ　特別損失 ※４,５  14 0.0  7,542 0.2  1,970 0.1

税引前第３四半期
（当期）純利益

  664,532 19.8  274,650 7.7  422,541 10.9

法人税、住民税及
び事業税

 297,303   117,770   177,214   

法人税等調整額  △8,419 288,883 8.6 8,540 126,311 3.5 2,521 179,735 4.7

第３四半期（当
期）純利益

  375,648 11.2  148,339 4.2  242,805 6.2
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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10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
　合計　

その他　　　
利益剰余金

利益剰余金　
合計 

繰越利益　　
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 472,679 472,679 685,069 685,069

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 310,155 310,155 310,155 － － 620,310 620,310

第３四半期純利益 － － － 375,648 375,648 375,648 375,648

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

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

平成19年６月30日　残高
（千円）

466,350 367,350 367,350 848,328 848,328 1,681,028 1,681,028

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金 
　 合計 　

その他　　　
利益剰余金

利益剰余金
　合計 

繰越利益　　
　剰余金

平成19年９月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 715,485 715,485 △12,326 1,535,858 1,535,858

第３四半期会計期間中の変動額

自己株式の取得 － － － － － △9,277 △9,277 △9,277

第３四半期純利益 － － － 148,339 148,339 － 148,339 148,339

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 148,339 148,339 △9,277 139,061 139,061

平成20年６月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 863,824 863,824 △21,603 1,674,920 1,674,920

 　　前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金 
　 合計 　

その他　　　
利益剰余金

利益剰余金
　合計 

繰越利益　　
　剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 472,679 472,679 － 685,069 685,069

事業年度中の変動額

新株の発行 310,155 310,155 310,155 － － － 620,310 620,310

自己株式の取得 － － － － － △12,326 △12,326 △12,326

当期純利益 － － － 242,805 242,805 － 242,805 242,805

事業年度中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 310,155 242,805 242,805 △12,326 850,789 850,789

平成19年９月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 715,485 715,485 △12,326 1,535,858 1,535,858
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

 　 　子会社株式

 　　　 移動平均法による原価法

 　　 その他有価証券

　　　　時価が無いもの

 　　 　　移動平均法による原価法

(1）有価証券

 　 　子会社株式

　　　　  　 同　左 

 　　 その他有価証券

　　　　  　 同　左 

 　　

(1）有価証券

 　 　　子会社株式

　　　　  　 同　左 

 　　 その他有価証券

　　　　  　 同　左 

 (2)　たな卸資産

 　　　原材料

 　　　　　総平均法による原価法

 

(2)　たな卸資産

 　　　原材料

 　　　　　　同　左

 

(2)　たな卸資産

 　　　原材料

　　　　　　 同　左

 

２．固定資産の減価償却の

方法

(1)  有形固定資産

 　　　建物（附属設備を除く)

定額法

　　　 その他の有形固定資産

定率法

 　　　主な耐用年数

　　　　　 建物　　　　４～33年

　　　　　 車両運搬具　２～５年

　　　　　 工具、器具及び備品

　　　　　　　　　　　 ３～８年

(1)　有形固定資産

　　　　　　 同　左

 

 　

(1)　有形固定資産

　　　　　　 同　左

 

 

 (2)　無形固定資産

 　　　自社利用のソフトウェア

 　　　　社内における利用可能期

         間(５年) に基づく定額法

 

(2)　無形固定資産

　　　　 　　同　左

 

 

(2)　無形固定資産

　　　　 　　同　左

 

 

 (3)　長期前払費用

　　　　　　均等償却

 

 

(3)　長期前払費用

　　　　 　　同　左

 

 

(3)　長期前払費用

　　　　 　　同　左

 

 

３．繰延資産の処理方法 　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

　     支出時に全額費用として処

     理しております。 

 

４．引当金の計上基準  (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備え

るため賞与支給見込額の当第３

四半期会計期間負担額を計上し

ております。 

 (1) 貸倒引当金

　　　　　　同　左

 

 

 

 

  

 

 (2) 賞与引当金 

　　　　　　同　左

 (1) 貸倒引当金

　　 　　　　同　左

 

 

 

 

 

 (2) 賞与引当金 

　従業員の賞与金の支払に備

えるため賞与支給見込額の当

事業年度負担額を計上してお

ります。 
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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．ヘッジ会計の方法  (1)　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　    ヘッジ手段：金利スワップ

　    ヘッジ対象：借入金の利息

 (3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規程及び取引限度額等を定めた内

部規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。

　(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して金

利の変動による影響を相殺または

一定の範囲に限定する効果が見込

まれるため、ヘッジの有効性の評

価は省略しております。

 

 (1)　ヘッジ会計の方法

　　　　　　 同　左

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　 同　左

 

(3) ヘッジ方針

　　　　　　 同　左

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 　　　　　　同　左

 

 (1)　ヘッジ会計の方法

　　　　　　 同　左

 

 

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　 同　左

 

(3) ヘッジ方針

　　　　　　 同　左

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　 同　左

８．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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表示方法の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成20年６月30日）

 　　 ───────────── （第３四半期貸借対照表）

　「土地」は前第３四半期会計期間まで有形

　固定資産の「その他」に含めて表示してお

　りましたが、当第３四半期会計期間末にお

　いて、資産の総額の100分の５を超えたた

　め、区分掲記いたしました。なお、前第３

　四半期会計期間末の有形固定資産の「その

　他」に含まれる「土地」の金額は143,982

　千円であります。
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

690,898千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,050,915千円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

776,633千円

 ※２ 担保資産及び担保付債務  ※２ 担保資産及び担保付債務  ※２ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  41,675千円 

 土　　地  84,102千円 

 保険積立金  33,970千円 

 　　計  189,748千円 

 定期預金  30,000千円 

 建　　物  40,113千円 

 土　　地  84,102千円 

 　　計  154,216千円 

 定期預金 30,000千円 

 建　　物 41,270千円 

 土　　地 84,102千円 

 　　計 155,373千円 

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金  131,483千円 

 　　計 131,483千円 

長期借入金  87,517千円 

 　　計 87,517千円 

 長期借入金　　 95,014千円

     計 95,014千円

 ※３ コミットメントライン契約

　当社は出店にかかる資金調達の機動性と安定

性を図るため、取引銀行２行とコミットメント

ライン契約を締結しております。当第１四半期

連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

 　　コミットメントライン

 　　　 ─────────────

 

 　　

 　　　 ─────────────

 

 　

契約の総額  300,000千円 

借入実行残高  200,000千円 

 　　差引額  100,000千円 

 ※４ 消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう

え、金額的重要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

 

 ※４ 消費税等の取扱い

　　　　　　　　同　　左

 

  ※４ 消費税等の取扱い

      　─────────────
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（四半期損益計算書関係）

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

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 322千円

取引先協賛金 36,095千円

※１　営業外収益のうち主要なもの  

受取利息 1,485千円

取引先協賛金 40,238千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息  2,067千円

取引先協賛金 38,285千円

※２　営業外費用のうち主要なもの  

支払利息 11,043千円

株式交付費 8,515千円

 ※２　営業外費用のうち主要なもの  

支払利息 9,120千円

※２　営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 14,936千円

株式交付費 8,934千円

※３　特別利益のうち主要なもの  

投資有価証券売却益 141千円

※３  特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 248千円

※３　特別利益のうち主要なもの  

貸倒引当金戻入益 10,500千円

※４  特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 14千円

固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。

※４ 　特別損失のうち主要なもの

減損損失 6,415千円

 ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 1,970千円

固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。

車両運搬具 14千円

  

建物  1,951千円

工具、器具及び備品 4千円

車両運搬具  14千円

 計  1,970千円

※５　 　───────────── 

 

※５　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、店舗

等を基本単位とした資産のグルーピン

グを行っております。

　このうち、以下の資産グループ（営

業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなった店舗）について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額の合計6,415千円を減損損失として

特別損失に計上しております。　

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

下北沢店
（東京都

世田谷
区）

店舗

建物
     
5,126

工具、器
具及び備
品

493

長期前払
費用

291

リース資
産

505

 合計  6,415

※５　 　───────────── 

 

 

 

　下北沢店の回収可能価額は使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを11.6％

で割り引いて算定しております。 

 

 

※６　減価償却実施額 

有形固定資産 204,609千円

無形固定資産 1,264千円

※６減価償却実施額

有形固定資産 274,281千円

無形固定資産 1,409千円

※６　減価償却実施額

有形固定資産 290,344千円

無形固定資産 1,721千円

 ７  当社グループの売上高（又は営業費用）

は、通常の営業の形態として、上半期（第

１,第２四半期）におけるふぐ料理の需要が

大きいため、上半期の売上高（又は営業費

用）と下半期の売上高（又は営業費用）と

の間に著しい相違があり、業績に季節的変

動があります。

７　　　　　　同　　左  ７    　─────────────
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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10月１日　至　平成19年６月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

前会計年度末　　　
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）

自己株式     

 普通株式（注） 219 200 － 419

　　　(注)　自己株式の増加200株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末　　　
株式数
（株）

当事業年度　　　　
増加株式数
（株）

当事業年度　　　　
減少株式数
（株）

当事業年度末　　　
株式数
（株）

自己株式     

 普通株式（注） － 219 － 219

　　　(注)　自己株式の増加219株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

(千円)

減損損失

累計額相

当額

(千円)

第３四半

期末残高

相当額

(千円)

工具、器

具及び備

品

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

合　計 155,132 93,722 6,092 55,317

 
取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額相

当額

(千円)

減損損失

累計額相

当額

(千円)

第３四半

期末残高

相当額

(千円)

工具、器

具及び備

品

98,802 64,638 505 33,659

合　計 98,802 64,638 505 33,659

 
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

133,784 80,736 - 53,048

合　計 133,784 80,736 - 53,048

(2）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 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,394千円

１年超 36,311千円

合計 63,706千円

１年内 20,921千円

１年超 15,389千円

合計 36,311千円

リース資産減損

勘定の残高
452千円

１年内 24,725千円

１年超 30,597千円

合計 55,323千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 36,006千円

リース資産減損勘定

の取崩額

2,436千円

減価償却費相当額 32,600千円

支払利息相当額 3,516千円

支払リース料 21,126千円

リース資産減損勘定

の取崩額

52千円

減価償却費相当額 18,883千円

支払利息相当額 2,114千円

減損損失 505千円

支払リース料 42,856千円

リース資産減損勘定

の取崩額

2,436千円

減価償却費相当額 37,448千円

支払利息相当額 4,421千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

 同　　　左

(4）減価償却費相当額の算定方法

  同　　　左

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

  同　　　左

(5）利息相当額の算定方法

  同　　　左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間　（平成19年６月30日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間　（平成20年６月30日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度　（平成19年９月30日現在）　

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 100,341円94銭

１株当たり四半期純利

益金額
23,375円79銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
22,648円55銭

 

１株当たり純資産額 20,096円00銭

１株当たり四半期純利

益金額
1,778円69銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
1,712円86銭

　なお、当社は平成19年６月30日現在

の株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前連結会計年度期首

に行われたと仮定した場合の前第３四

半期連結会計期間における１株当たり

情報は以下のとおりとなります

１株当たり純資産額 20,068円39銭

１株当たり四半期純利

益金額
4,675円16銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
4,529円71銭

１株当たり純資産額 18,383円39銭

１株当たり当期純利益

金額
2,990円13銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
2,893円70銭

　なお、当社は平成19年６月30日現在

の株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前事業年度期首に行

われたと仮定した場合の前連事業年度

における１株当たり情報は以下のとお

りとなります。

１株当たり純資産額 9,479円96銭

１株当たり当期純利益

金額
2,165円48銭

　なお、前事業年度において、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありま

したが、当社株式は非上場であったた

め、期中平均株価が把握できませんで

したので記載しておりません。

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

　　　　の基礎は、以下のとおりであります。

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

当第３四半期会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益金

額
   

第３四半期（当期）純利益

（千円）
375,648 148,339 242,805

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）
375,648 148,339 2,542,805

期中平均株式数（株） 16,070 83,398 81,202

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 516 3,205 2,706

（うち新株予約権） (516) (3,205)　 (2,706)
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１.株式分割の件

 当社は平成19年５月10日開催の取締役

会の決議に基づき、平成19年７月１日

をもって普通株式１株につき５株に分

割いたしました。

　(1)分割により増加する株式数

　　　　　　普通株式　67,012株

　(2)分割方法

　　平成19年６月30日最終の株主名簿

　　及び実質株主名簿に記載された株

　　主の所有株式数を、１株につき５

　　株の割合をもって分割します。

   当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第３四半期会計期

間及び前事業年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当第３四半期会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 

前第３四半期

会計期間

当第３四半期

会計期間 
前事業年度

１株当たり

純資産

11,772円86銭

１株当たり

純資産

20,068円39銭

１株当たり

純資産

 9,479円96銭

１株当たり

四半期純利益

 4,535円55銭

１株当たり

四半期純利益

 4,675円16銭

１株当たり

純利益

 2,165円48銭

潜在株式調整

後１株当たり

四半期純利益

   - 円 - 銭

潜在株式調整

後１株当たり

四半期純利益

 4,529円71銭

潜在株式調整

後１株当たり

純利益

   - 円 - 銭

   なお、前事業年度以前の潜在株式調整後1

株当たり当期純利益金額については、新株予

約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であったため、期中平均株価が把握できませ

んので、記載しておりません。

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

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ２.自己株式取得の件

　当社は平成19年11月28日開催の取締

役会において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取

得することを決議いたしました。

(1) 理　由  経営環境の変化に対応し

　　　　　　た機動的な資本政策遂行

　　　　　　を可能にするため。 

(2) 取得する株式の種類

            当社普通株式 

(3) 取得する株式の総数

            2,000株（上限） 

(4) 株式の取得価額の総額

              100百万円(上限) 

(5) 取得する期間

         平成19年11月29日から

　　　　 平成19年12月31日まで

(6) 提出日現在の状況

 　　　　　 取得自己株式　60株

　　　　　　　　　 2,877,450円
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ３.ストックオプション発行の件

　当社は平成19年12月26日開催の第９

回定時株主総会において会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、新株予約権を発行することを決議

いたしました。

(1)当社の取締役、監査役に対する新株

予約権の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役５名（うち社外取締

役１名）、監査役２名（うち社外

監査役２名）

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　取締役には当社普通株式500株、

監査役には当社普通株式300株、社

外取締役には当社普通株式200株を

１年間の上限とする（新株予約権

１個当たりの目的となる株式数は

当初１株)。

　なお、当社が株式の分割または株

式の併合を行う場合、上記の目的

たる株式数は分割または併合の比

率に応じ、次の算式により調整さ

れるものとする。ただし、かかる

調整は本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使されていない新株

予約権の目的たる株式数について

のみ行われ、調整の結果１株未満

の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。　

調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当

社が合併または会社分割を行う場

合等、上記の目的たる株式数の調

整を必要とする場合には、合併ま

たは会社分割等の条件を勘案のう

え、合理的な範囲内で目的たる株

式数を調整するものとする。ただ

し、前号に定める株式数の調整を

行った場合は、株式数について同

様の調整を行う。
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行また

は移転する株式１株当たりの払込金

額は、新株予約権発行日の前日から

遡って20日間（取引が成立しない日

を除く）の東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値の平均値の

金額とし、１円未満の端数は切り上

げる。ただし、新株予約権発行日の

終値を下回らないこととする。

  なお、新株予約権発行後、当社が

株式の分割または併合を行う場合、

上記払込金額は分割または併合の比

率に応じ、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝  

 調整前払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12

月31日までの範囲内で取締役会の定

めるところによる。

新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者は、

権利行使時においても、当社の取締

役または監査役の地位にあることを

要する。ただし、任期満了による退

任その他取締役会の認める正当な理

由のある場合にはこの限りでない。

２．権利行使期間満了前に新株予約権

の割当てを受けた者が死亡した場合

は、法定相続人のうち１名に限り権

利を承継することができる。ただし、

再承継はできない。

３．その他権利行使の条件については、

本総会及び新株予約権発行の取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権

の割当てを受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得につ

いては、取締役会の承認を要する。
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  (2)当社の従業員等に対する新株予約権

の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の従業員等

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　当社普通株式2,000株を上限とす

る（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数は１株）。なお、当

社が株式の分割または株式の併合

を行う場合、上記の目的たる株式

数は分割または併合の比率に応じ、

次の算式により調整されるものと

する。ただし、かかる調整は本新

株予約権のうち、当該時点で権利

行使されていない新株予約権の目

的たる株式数についてのみ行われ、

調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるもの

とする。　　

調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当

社が合併または会社分割を行う場

合等、上記の目的たる株式数の調

整を必要とする場合には、合併ま

たは会社分割等の条件を勘案のう

え、合理的な範囲内で目的たる株

式数を調整するものとする。ただ

し、前号に定める株式数の調整を

行った場合は、株式数について同

様の調整を行う。

新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株当たりの払

込金額は、新株予約権発行日の前

日から遡って20日間（取引が成立

しない日を除く）の東京証券取引

所における当社株式普通取引の終

値の平均値の金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。ただし、新

株予約権発行日の終値を下回らな

いこととする。
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  なお、新株予約権発行後、当社が株

式の分割または併合を行う場合、上

記払込金額は分割または併合の比率

に応じ、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝  

 調整前払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12月

31日までの範囲内で取締役会の定める

ところによる。

新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者は、

権利行使時においても、当社の従業

員の地位にあることを要する。ただ

し、定年により退職した場合は退職

後３ヶ月間に限り行使できるものと

する。

２．新株予約権の割当を受けた者の相

続人による新株予約権の行使は認め

ない。

３．その他権利行使の条件については、

本総会および新株予約権発行の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約

権の割当を受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得につ

いては、取締役会の承認を要する。
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６．その他

（その他）

　　　　該当事項はありません。
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